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個別の指導計画の現状と課題

Introduction　to“Individualized　Teaching　Program

（Kobetsu　no　Shidoukeikaku）”

長　澤　正　樹

Masaki　NAGAsAwA

要　　約

　はじめに，障害のある人の教育法（IDEA）改訂による個別教育計画（IEP）の内容を解説するとと

もに，日本の特殊教育でも，IEPに相当する教育計画が必要であることを述べた。つまり，現行のカリ

キュラムの中で個々の児童生徒のニーズに対応した指導を，いかに確保し実施するかを記載した文書が

個別の指導計画だといえる。次に，個別の指導計画の様式と内容を解説した。さらに，現在作成されて

いる個別の指導計画の具体例とその特徴を述べた。最後に，個別の指導計画作成に関わる問題とその対

応についてまとめた。

キーワード：個別の指導計画（ITP），個別教育計画（IEP），指導の個別化

Abstract

　　Individualized　Teaching　Program　（ITP），　as　the　new　educational　plan，　have　significant

implications　for　special　education　teachers．　This　article　compares　Individualized　Education　Plan

（IEP）with　ITP　and　introduces　some　ITP　samples．　How　best　to　understand　and　respond　to　ITP

is　the　primary　focus　of　this　article．

Key　Words：Individualized　Teaching　Prograrn（Kobetsu　no　Shidoukeikaku），Individualized　Edu－

　　　　　　cation　Program（IEP），specially　designe◎instruction
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る記述では，次のような特徴が見られる（Cl砥k，．

個別の指導計画の現状と課題注1　　　　　　　　S．G．，2000；Huefner，2000；清水，・1998；Szabσ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J．L．，2000）0

1．個別教育計画（Individualized　Education　Pro－

　gram，以下IEPと略す）の実態　　　　　　　　　　（1）障害の種類と程度の表記を，統合教育実施の

　文部科学省（当時，文部省）は平成11年3月に新　　　　観点から記述する

学習指導要領を発表し，自立活動と重度・重複障害　　　障害の種類と程度の表記は，あくまでも統合教育

のある児童生徒の指導に関して，個別の指導計画を　　を実施する上でどの程度影響があるかという観点か

作成することを義務づけた。以前から養護学校では，　　ら記述することが求められている。例えば，「身体

一人一人の子どもを対象とした教育計画を作成する　　障害があるために歩行困難」と表現するのではなく，

学校が数多く見られた（長澤・森島，1989）が，個　　「どういう条件を提供すれば移動が可能なのか」を

別の指導計画という新たな教育計画の義務化により，　最大限に考えなければならない。従って，「身体障

IEPに対する関心が集まった。そこで，個別の指導　　害により歩行不可能」などの表現ではなく，「介助

計画の現状について触れる前に，IEPの基本的な性　　員の補助により平地での移動ができる」などのよう

格と，改訂になった障害のある人の教育法（the　に，支援の種類や程度により障害の種類や程度を表

1997Amendments　to　the　Individuals　with　Dis一　現する。従って，障害の種類や程度を評価すること

abilities　Education　Act，以下IDEA’97と略す）に　　より，様々な機能のアセスメソトが重要である。

よって変わったIEPの特徴について述べる。　　　　　Murdick＆Gartin（1999）は，行動の機能的アセ

　1975年に全障害児教育法（Education　for　All　スメソトの重要性とどのようにして機能的アセスメ

Handicapped　Children　Act，後のIDEA）が制定さ　　ソトを行い，その結果から教育計画を立てる方法に

れると，すべての障害のある子どもが無償で適切な　　ついて紹介した。

公教育（Free　Appropriate　Public　Education；
FAPE）注2と，制約最小の環境（Least　Restrictive　　（2）よりいっそう統合教育を推進するために，統

Environment；LRE）での教育が受けられるよう　　　　合教育を実現するための手だてを可能な限り検

になった（河合，1997）。加えて，これらの権利を　　　　討すること

保障する文書として，障害のある子ども一人一人の　　　障害の種類や程度を表記する上で支援の程度が重

ニーズに従った教育プログラム（IEP）の実践が義　　要になることからわかるように，どのような支援や

務づけられた（森島，1985）。IEPの背景として，　　サービスを提供することが統合教育を可能にするの

アメリカでは日本の学習指導要領のようなカリキュ　　かと言うことが強力に求められている。統合教育実

ラムを編成する上での文書がないこと，個人の権利　　現のための支援と補足的な援助，関連するサービス

を重視する国民性（金子，1999）や契約により権利　　について，具体的に記述することが求められている

が保障されるという文化が考えられる。　　　　　　　ことから，統合教育が保障されるための補足的な援

　IEPとは，「障害児の保護者と教育当局が，障害　　助と支援（suppl6mental　aids　and　services）につ

児教育の提供について取り交わす契約のようなもの　　いて，Etscheidt＆Bartlett（1999）は4つの次元

で。　（中略）年問（短期を含む）の教育目標，提供　　に分けてその内容を紹介している。

されるr関連サービス』，通常教育との交流や統合　　　①環境整備や移動手段の保障などの物理的な次元

の有無などを記述」（清水，1997）する文書である。　　（the　physical　dimension），②個々に対応した力

従って，わが国の養護学校で見られる個々の児童生　　リキュラムの作成や機器の使用などの指導的な次元

徒を対象として作成する教育計画というより，就学　　（the　instructional　dimension），③セルフマネー

指導に関わる判定資料に近い。IEPの様式は州によっ　　ジメソトやピアサポートなどの社会一行動的次元

て様々であるが，教育措置や関連サービスなどを明　　（the　socia1－behavioral　dimension），④通常教育

記した全体サービス計画（Total　Service　Plan）と，　担当教師と特殊教育担当教師によるコーチソグなど

長期目標を達成するための具体的な指導計画を明記　　の協調的次元（the　collaborative　dimension）。ま

　した個別実施計画（lndividual　Implementation　　た，子どもの障害や能力を肯定的に捉えるアセスメ

Plan）とにより構成されている（河合，1997）。　　　ソトの工夫が求められている（Allinder＆Siegel，

　　ところでIDEA’972より改訂されたIEPに関す　　1999）。
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　（3）IEP作成に通常教育担当教師の参加を義務づ　　省，2000）といった表現があり，一人一人の実態に

　　けたこと　　　　　　　　　　　　　　　応じた指導の個別化を図る必要性を訴えている。し

　今までも通常教育担当教師が1EP作成会議への参　　かし最近では，障害の種類や程度，発達段階に対応

加が求められていたが，今回の改訂により，少なく　　した指導（基準準拠モデル；障害や発達段階の程度

とも1名は参加する義務が明記され，出席できない　　から目標を決める指導モデル）より，個のニーズや

ときにはその理由を説明しなければならない。その　　個の違いへの対応の必要性が求められている（金子，

背景には，リソースルームに比べて通常教育担当教　　1999）。つまり，テストや検査から単純に目標を決

師が指導の個別化を怠っている（Espin，　Deno，＆　　定するのではなく，テストや検査，行動観察や保護

Albayrak－Kaymak，1998）といった事情が考えら　　者のねがいを総合的に分析し，子どもにとって役に

れる。今回の改訂により通常教育担当教師と特殊教　　立つ目標や獲得することで子どもの利益につながる

育担当教師との連携が，よりいっそう求められてい　　目標を決定すること（目標準拠モデル）が重要視さ

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れている（Etten，　Arkel1，＆Etten，1980；伊澤，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000）。今回の改訂で「養護・訓練」が「自立活動」

　④　短期目標だけではなく，長期目標に関しても　　に変わったことは，欠陥を補い訓練により改善を目

　　達成基準を明確にすること　　　　　　　　　指す基準準拠モデルに従うより，「子どもの自立に

　IDEAでは短期目標は測定可能な表現を求められ　　つながるためにはどんなことができるようになれば

ていたが，長期目標は抽象的な表現でもかまわなかっ　　いいか」という目標準拠モデルに従うことが，より

た。しかし，長期目標は統合教育を実現するための　　個の実態に対応した教育が期待されることを示して

直接的な目標であり，統合教育実現の基準や条件を　　いる。以上のことから，子ども一人一人のニーズに

明確に説明する必要性があるたあ，測定可能　　応じた指導が必要であり，そのための指導が計画的
（measurable）な表現が束められるようになった。　　に行われなければならないといえる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わが国の学校教育は，学校教育目標に基づきカリ

　（5）個別移行プログラム（lndividualized　Tran一　キュラムを編成し，学部や学級単位の集団による一

　　sition　Plan，以下ITPと略す）の作成年齢を引　　斉指導が基本となっている。そこで，現在行われて

　　き下げたこと　　　　　　　　　　　　　　　　いるカリキュラムの中で，個々の児童生徒のニーズ

　ITPは義務教育終了後の後期中等教育や就労教育，　　に応じた指導の個別化を図る方法を考える必要性が

社会参加を保障するための個別教育計画である。今　　あり，そのための教育計画が個別の指導計画である。

回の改訂により，作成年齢を16歳から14歳に早めて　　個別の指導計画とカリキュラムは実践の両輪（太田，

いる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1999），個別の指導計画はカリキュラムの中での個

　Yell，＆Drasgow（2000）は，　IEPがFAPEとLR　　への対応，個の支援を明らかにすること（小竹，

Eにおける教育を保障する唯一の公文書であり，従っ　　2000），学校における指導計画のひとつで指導の形

てIEPの不備が訴訟に結びつくケースが多いことを　　態における個別の指導計画を意味する（伊澤，2000），

紹介している。訴訟に巻き込まれないようにするた　　教師と子どもとの一対一による個別指導計画ではな

めに，彼らは以下のことを指摘した。①IEP作成に　　い（江田，2000）など，個別の指導計画に関する意

関しては親の権利を尊重すること，②統合教育の可　　見が明らかにされている。つまり，現在のカリキュ

能な限りの保障，③そのための補足的な援助と支援　　ラムのなかに，児童生徒一人一人のニーズに基づく

の明確化，④統合教育が困難な場合，その理由の説　　指導の個別化を具体的に計画したものを個別の指導

明責任，　効果が確認されている指導プログラムの　　計画として捉えている。

使用，データの収集と指導の効果の証明。　　　　　　　新学習指導要領では個別の指導計画を「自立活動」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と「重度・重複障害のある児童生徒の指導」に限定

2・日本における個々に対応した教育計画の必要性　　して作成を義務づけている（文部省，2000）が，知

　養護学校の義務制当時から，児童生徒一人一人の　　的障害養護学校や知的障害・情緒障害特殊学級では，

障害の種類や程度，発達段階の違いを考慮し，それ　　児童生徒すべてを対象として個別の指導計画を作成

それの実態に応じた指導の必要性が訴えられてきた。　　している学校が多い（橋本・菅野・池田・林・大伴，

新学習指導要領でも，「一人一人の障害の状態等に　　1999）。重度・重複障害のある児童生徒に限らず，

応じたきめ細かな指導をいっそう充実する」　（文部　　すべての児童生徒にとって，個別の指導計画の必要
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性を支持しているといえる。　　　　　　　　　　　　2000；Etten，Arkel1，＆Etten，1980；河合，1997；、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森島，1985；長澤，1997））について述べる。なお，

3．個別の指導計画の様式と内容　　　　　　　　　　以下の手続きによって作成された個別の指導計画の

　ここでは，個別の指導計画の様式や内容に引用さ　　例を図1－1に示した。

れているIEPの中の個別実践計画の様式（江田，

個別教育プログラム
児童名：A児　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　領域：コミュニケーション

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　長期目標　 i　現機能分析　＿L．．＿．還．．璽．．丘．．塑．．一．．＿＿．．

餅薦裂芝灘群賑‡塚じ1マξ聡斑マ’饗粥冨罷たくさん出す
える・とができるようにするiいサインで要求することがあるi②「アー」「・・一」「　」などの

　　　　　　　　　　　　　　i・「『はい』は？」などのことばi　音を発音する
　　　　　　　　　　　　　　iかけや・形模伽・より、「・一」i③欲しいものを「アー」「…」

　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　i　の発声がみられることがある　i　などと発声して自分から要求す
　　　　　　　　　　　　　　ト指さし手がかり鮫えた簡戦iる
　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　　　　　　　　　　　　　　i　指示理解（靴を指さし「靴を履i
　　　　　　　　　　　　　　i　きなさい」など）がある　　　i

短　期　目　標

①シーソーや大玉

　に乗ったとき声

　を出す

基準：5分間で15

　回から20回

②教師のモデルを

　模倣して「アー」

　「マー」と発音

　する

基準：教師の働き

　かけの90％以上

　模倣すること

③おもちゃなどを

　目にしたとき声

　を出して要求す

　る

基準：全要求行動

　の80％以上発声

　で要求すること

指導形態・

場面

・教科などの

学習場面以

外のあらゆ

る場面

・遊び：プレ

　イルーム

・国語：教室

・生活単元学

習「スライ

ムで遊ぽう」

　：教室

・日常生活指

導と学校生

活全体：学

校内

・日常生活指

導：食堂

・生活単元学

習「買い物

　ごっこ」

　：教室

指導者

・担任、

副担任

・教科担

任

・副担任

・担任、

副担任

・担任、

副担任

・担任、

副担任

開始・

評価日

4／22

5／31

4／30

6／21

4／30

7／10

5／7
5／31

5／7
7／10

5／7
7／10

6／5
6／14

指導方法・教材など

1－1：生活単元学習や教科などの学習以外の場

　面で、自分から声を出したときはどんな声で

　も「アーって言えたね」と褒めてくすぐる。

1－2：シーソーや大玉などの遊具に乗せ、声を

　出したときはどんな発声でも10秒間揺らす。

　サインなどの要求行動があったときは、「ア

　ーって言ってごらん」と言って、「アー」の

　発声を促す。

2－1ご教師の口形を注目させ、喉を軽く押して、

　「アー」の発声を促す。10回行う。

2－1－1：「ア」の口形をさせ、手のひらをあてて

　「あわわわ」という発声を促す。

2－2：教師が口を閉じたり開いたりして口元を

　注目させる。「ン」の音から「ンマ」、「マー」

　と出させるようにする。10回行う。

3－1：スライムをこねたり、容器に入れたりし

　て遊ばせる。その中で、細長く伸ばしたスラ

　イムを見せ、「アー」もしくは「バー」の発

　声を誘う。

3－2：本児が欲しがるおもちゃ（スライム、ひも、

　ボウリングのピン等）を箱に入れ、棚の上に

　置く。「アー」もしくは「バー」と自分から発

　声したとき、おもちゃを与える。それ以外の

　要求行動に対しては「アーと言ってごらん」

　という手がかりを与える。

3－3：給食時、教師の手元にあるはしやスプー

　ン、パソ等を自分から発声して要求する。

3－4：買い物学習で、欲しいおもちゃを「アー」

　などの声を自分から出して要求する。声を出

　すまで5秒待ち、出さないとき手がかりを与

　える。

図1－1　個別の指導計画
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　（1）現機能分析　　　　　　　　　　　　　　　　　い換えることができる。それは子どものニーズであ

　行動観察や発達検査など標準化された検査に基づ　　る。

き，長期目標の領域における対象児の現在の実態を　　　そこで，子どもにとって何が求められているのか

客観的に分析する。対象児の実態とは障害の程度や　　を明らかにするアセスメソトを工夫しなければなら

発達段階を明らかにするだけではなく，「どの程度　　ない。子どもの行動を機能的に評価するアセスメソ

機能しているのか」を明らかにすることが必要であ　　トがいくつか紹介されている（Allinder＆Siege1；

る。例えば，「2歳程度の言語理解」「発語は見ら　　1999；Murdick＆Gartin，1999）。　Allinder＆

れない」というアセスメソトではなく，「身の回り　　Siege1（1999）はテストの結果や発達の程度より，

のものの絵カードを用いての指示に従うことができ　　対象となる子どものストレソグス（strengths），支

る」「抱っこして欲しいときに『ア』の様な発語が　　援，興味関心，夢などを重視するアセスメントを紹

見られる」などのように，子どもにとって必要な機　　介した。また，図1－2は，保護者と子どもの指導

能が，今現在どんな支援がなされるとどれだけでき　　に関わる教師のねがいをアセスメソトするためのニー

るのかを明らかにすることである。ここで言う「機　　ズの調査表である。

能」とは，子どもにとって必要と思われる目的と言

1．身につけさせたいこと

2．伸ばしてあげたいこと

3．できるようになると本人にとって役に立つと思われること

領　　域 ニ　　　ー　　　ズ 順位

コミュニケーション

　ことばで自分の気持ちを表現できるようになって欲
ｵい（親） 1　1

身　　辺　　自　立
　一人でトイレに行って大小便ができるようになって
~しい（親・教師・寮母） 2

家　　庭　　生　　活
　タオルやTシャツなどの洗濯物をたたむことができ
驍謔､になって欲しい（親） 5

社会的スキル
　自傷行為をせずに教師と一緒に行動できること（教
t） 3

地域社会の資源利用
　ラーメン店でおとなしくラーメンを食ぺることがで
ｫるようになって欲しい（親） 6

健　康　と　安　全
　散歩から帰ったら一人で手洗いができるようになっ
ﾄ欲しい（教師） 7

読み書き．計算
自分の名前が書けるようになって欲しい（親）

8

余　　　　　　　暇
一人で集中できる遊びの種類が増えること（寮母）

4

労　　　　　　　働

図1－2　ニーズの調査表
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　（2）長期目標の作成　　　　　　　　　　　　　　　4．個別の指導計画に求められる様式・内容と具体

　対象となる子どもにとってどんなことが必要か，　　　例注3

どういうことが子どもの役に立つのかという見地か　　　ここでは個別の指導計画を作成するときに求めら

ら設定する長期の見通しに立った目標である。指導　　れる様式や内容を解説すると共に，現在実際に作成

する教師や保護者から見れば，指導の方向性を示す　　されている個別の指導計画をいくつか紹介し，その

目標といえる。一年を目安に設定し，年度ごとに見　　特徴を述べる。

直すことが多い。　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）求められる様式・内容

　（3）標的行動の調査　　　　　　　 ①ニーズに対応した長期目標と支援をまとめ

　長期目標に到達するために必要な具体的行動を調　　　　　た全体計画と，長期目標それぞれに対応した

査する。標的行動の生起頻度を評価することは，単　　　　　短期目標に関わる指導方法をまとめた実践計

一実験計画法のベースライソデータの評価に相当す　　　　　画の二つで構成する

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図2－1，2，3は，新潟大学教育人間科学部附

　（4）短期目標の設定　　　　　　　　　　　　　　　属養護学校（2000）の個別の指導計画である。新潟

　標的行動と現機能分析から，短期間（例えば一学　　大学教育人間科学部附属養護学校では個別の指導計

期間）で達成できると予測される短期の目標を設定　　画を「一人一人の学校生活計画」と命名し，　「豊か

する。短期目標は，標的行動，行動の条件と到達基　　な心」をはじめとする8つの観点について，児童生

準から構成される。観察・測定可能な表現が求めら　　徒のニーズ，長期目標，学校生活における支援をま

れる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とめた（図2－1）。さらに，それぞれの長期目標

　（5）指導形態場面　　　　　　　　　　　　　　に対応した短期目標と，短期目標を指導するための

　短期目標を訓練するにふさわしい指導の形態や指　　指導場面（指導の形態），指導方法などを図2－2

導場面を，カリキュラムの年間指導計画の中から選　　の個別実践計画としてまとめている。東京学芸大学

択する。現在の年間指導計画の中に，指導に適した　　教育学部附属養護学校（2000）では，長期目標と短

単元や題材が見あたらない場合は，年間指導計画の　　期目標，指導場面，指導方法，評価が一枚の計画表

修正が必要である。　　　　　　　　　　　　　　　　にまとめられており（図3），全体計画と実践計画

　（6）訓練者　　　　　　　　　　　　　　　　　　が一目でわかるように工夫されている。神尾（1999）

　担任，副担任，教科担任，介助員など該当する訓　　や奈良（2000）は，基本的生活習慣などのスキルご

練を担当する教師を決定する。教師だけでなく保護　　とに実態把握をし，実態把握に基づいて各教科，領

者が積極的に参加することが望まれる。　　　　　　域教科をあわせた指導等の長期目標を設定した個別

　（7）下位ステップの設定と訓練方法・教材の選択　　の指導計画を紹介した。

　課題分析により，短期目標を達成するための下位

ステップを設定する。簡単な内容をを先に行うよう　　②個別に設定された長期目標や短期目標と，

にし，番号を1－1，1－2のように付ける。次に，　　　　現在のカリキュラムとの関係を明確にする

短期目標やそれぞれの下位ステップに応じた指導方　　　個別の指導計画は，児童生徒個々のニーズを出発

法や教材を選択する。　　　　　　　　　　　　　　　点として計画されることが多い。ニーズを設定する

　（8）訓練開始・評価日　　　　　　　　　　　　　　場合，特に知的障害のある児童生徒については，将

　該当する訓練を開始する日と評価する日を設定す　　来の社会自立につながるスキルに応じて設定ことが

る。訓練者側の目標となる期日である。決められた　　考えられる。そのとき，アメリカ精神遅滞学会

評価日に評価を行うことにより，子どもの成長や変　　（American　Association　on　Mental　Retar

化と，指導の効果を知ることができる。　　　　　　　dation，以下AAMRと略す）が知的障害の定義で

　短期目標や下位ステップの設定とアセスメソトに，　使用している10の支援領域（AAMR，　1992）を参

指導段階表を活用する場合がある（冨樫，2000）。　　考にする場合がある。図2－1に引用した新潟大学

指導段階表とは，発達段階や指導の難易度から指導　　教育人間科学部附属養護i学校（2000）の個別の指導

目標を系統的に整理した表であり，指導目標の設定　　計画もその一つである。ここで使われている8つの

を容易にし，指導の道筋を具体的に提示してくれる。　観点は，AAMRの10の領域に基づいている。

しかし，指導段階表に頼りすぎると，個々のニーズ　　　長澤（1997）は，個別の指導計画を作成するとき

に応じた目標が設定できにくくなる。　　　　　　　　には，児童生徒の個人目標（長期目標）と，その目
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一人一人の学校生活計画一新潟大学教育人間科学部附属養護学校中学部　　　　　　　　　　　　　鍵選ii獲馨難i難i舞難霧i

中学部で願う＊＊＊＊＊さんの「自立する姿」

【目的や見通しを持ち，自ら進んで活動する生徒】

○自分の役割や仕事の内容について把握し，自分から進んで取り組む、

【自分の役割を意識し，友達や周りの人と仲良く活動する生徒】

尅ｼの生徒と一「緒にかかわって学習したり， 決まりやルールを守って行動したりする。

【穏やかな心と健やかな体を持ち，明るく，元気に活動する生徒】

尢獅ｿ着いて過ごし，運動や作業に最後まで粘り強く取り組む。

【支援の基本方針】
寫Dきな活動や得意とする活動を学習の中に取り入れ，自分から進んで取り組むことができるようにする。○ルールや安全にかかわる決まりにっいては，ゆっくりと言葉掛けをし，落ち着いて行動することができるようにする。○他の生徒とかかわる活動を，学習の中に意図的に取り入れていく。

八っの観点ごとの課題 学校で支援すること
①豊かな心 ○いろいろなことに興味・関心を持ち，自分か

@らかかわっていく。

實ｸやかな気持ちで落ち着いて過ごすヒ

○いろいろな活動に教師や友達が誘ったり，友達と一緒に活動したりする

條ﾔを設ける。

寫Dきな活動を取り鳩期待感を持って過ごすことができるようにす

@る。

②健康な体 ○朝マラソンでは，時間内を休まずに走り通

@す。

寢Oに出た時に，安全に気を付けて行動する。
尅ﾌ育やマラソンなど，運動する時間には，精一杯体を動かす』

○走っている時，「がんばっているね」「もう少しだよ」などと励ましの言

t掛けをする。

專ｹの歩き方や道路の横断など，実際の場面で注意を促す。

實^動した後に満足感が得られるように，学習に取り上げる運動の種目や

燉eについて考慮する。
③日常の

@生活動作
○前後や表裏に注意して衣服を着する。

宸ﾍしや食器を正しく使って食事する。

對r尿時には，ズボンの前だけを下げて，用を

ｫすも

○衣服を着る前に言葉を掛けて注意を促し，正しくできたら，称賛して自

Mを持つことができるようにする。

寳H事の際，適宜正しい持ち方や使い方について言葉を掛け，習慣として

闥?ｷるように働き掛ける。

寃Yボンを下げる時，「前だけだよ」と言葉を掛け，注意を促していく。

④コミュニ

@ケーション

○あいさつや返事を相手に声で知らせる。

尅且閧ｩらの話を，カードや身振りなどを通し

@て分かり，進んで行動する。

○あいさつや返事をする際には，教師が手本を示して促し，声で知らせて

@きたら称賛する。

宸艪ﾁくりと言葉を掛け，分かりやすく伝わるように心掛ける。行動につ

@いて，その行動が適切かどうかすぐに伝えるようにする。
⑤集団生活 ○係や担当の仕事を，意識しながら取り組む。

寥?ﾜりを守り，他の生徒とかかわりながら学

Kに参加する。

○係や担当の仕事をする時間に，自分の役割であることが分かるような言

t掛けを行う。

尅ｼの生徒とかかわるような活動を学習の中に取り入れる。また，学習の

@場を離れそうになったら，言葉掛けをしたり，励ましたりする。
⑥地域資源

@の利用
○いろいろな店での買い物の手順を覚え，欲し

@い品物や，目的の品物を買う。

寥�､の施設や交通機関を利用する際には，利

@用の仕方やルールを守る。

○実際の店で繰り返して買い物に取り組むことができるように学習計画

@を立てる。

寰{設やバスなどを利用する学習を計画的に取り入札利用の際には，で

@きることを段階に応じて取り入れる。
⑦余暇 ○休み時間などに好きな遊びをして楽しく過

@ごすとともに，新しい遊びを見付ける。
○教師が意図的にいろいろな活動や遊びに誘っていく。

縢　　・労働 ○掃除のモップ掛けや製作作業の自分の役割

ﾉ進んで取り組む。

○作業手順や自分の役割に見通しを持っことができるように，教師が一「緒

ﾉ仕事に取り組む。

指導の形態名 1年間の授業で達成してほしい姿
【日常生活の指導】 ○服の前後，裏表を間違えずに着替える。
【生活単元学習】 ○得意なことや好きなことを中心に取り組み，他の生徒とかかわりながら，楽しく過ごすことができる。
【作業学習】 【生活作業】 ○好きな落ち葉拾いや調理活動で自分の役割を意識しながら，他の生徒と協力して活動することができる。

【製作作業】 ○作業内容や弔頃などを覚え，ペン立て作りの紙をはる作業や紙を切る作業に進んで取り組むことができる。
【音楽】 ○曲に合わせて身体表現したり，楽器でリズム打ちをしたりして，表現することの楽しさを味わうことができる。
【体育】 ○ボールゲームのやり方やルールが分かり， 進んで取り組むことができる。
【朝マラソン】 ○一人で最後まで走り通すことができる。
【糊IJ活動】 ○学級の係の仕事を覚え，進んで役割を果たすことができる。
【社会生活学習】 ○欲しい物ややりたいことなど，自分の意思をカードや身振りなどの手段で伝えることができる。

【自立醐 @（脇着いた嫡ち噺塑こすことがで楓　　　　　　　＿コ

図2－1　新潟大学教育人間科学部附属養護学校の個別の指導計画

　　　　　　全体計画に該当する
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一人一人の学校生活計画一新潟大学教育人間科学部附属養護学校中学部

【氏名】　＊＊＊＊＊ 【性別】＊ 【学年】＊学年 【生年月日】S＊＊・ ＊＊＊＊ 【年齢】＊＊歳

学校や家庭での様子 ご家庭でのお考え

①【豊かな心】 ○怒りっぽい時があるので，安定した気侍ちでいて

○好きなことや興味ある遊びには，熱中して取り組んでいる。 ほしレ㌔

○音楽に合わせて体を揺らしたり，太鼓などの楽器を，拍子に合わせてリズミカルに

演奏したりすることができる
○教師が新しい遊びに誘って一緒に体験するようにしてきたら，ボールを使った遊び

に関心を示すようになってきている。

②【健康な体】

○朝マラソンでは，時間内数回休むだけで，一人で走ることができるようになった。

○体育では，ルrルのある運動の仕方を把握して， 他の生徒と一緒に学習に参加する

ようになった。

○校外では，自分の興味のある物があっても， 他の生徒と同じように歩いたり，きま

りや教師の指示を受け入れ行動したりするようになってきている。

③【日常の生活動作】 ○着替え，トイレなど一人でできるようになっても

○着替えでは，服のそでPや襟に注意しながら， 服を脱いだり，着たりすることがで らいたい。

きるようになってきている。

○ 「食器持って」「はしの持ち方違うよ」などと言葉掛けを続けたところ， 食器を持っ

たり，はしを持ち替えたり して食事をするようになってきた。

④【コミュニケ脚ション】 ○言葉が出ないので， 動作などでわかってもらえる

○排泄，遊び，歌などについて，要求を身振りや指差しなどで伝えることができる。 ようになってもらいたい。

教師が用意したカードを用いて，自分の意思を教師に伝えている。

○あいさつや返事をするときに，短い言葉で話すことができる。指差しや自分の要求

をサインで伝えることができる。

○教師の指示に対してぽ 慣れていることであれば一人で行動することができる。

○要求が伝わった時 うれしい表情をして喜びを表す。

⑤【集団生活】

○教師と一緒に集団の中に入って遊んだり，過ごしたりすることができる。教師が仲

立ちになることにより， 他の生徒とかかわることができる。

O決まりやルールのある活動に，他の生徒と一緒に参加できるようになってきている。

○電気を付けたり，消したりする係の仕事を忘れずに行うことができる。

⑥【地賊資源の利用】

○買い物の学習で，買いたい物を入れたかごをレジまで持って行くこと， お金を渡す

ことが定着した。また， 自動販売機での買い物は，渡されたお金を自分で入れて，

飲み物などを買うことができる。

○バスや電車の交通機関を， 落ち着いて利用することができるようになってきている。

⑦【余暇】

○電車や旅行の番組のビデオを視聴することを楽しみにしている。 テレビやビデオの

操作を一人で行うことができる。

○家族の運転する自家用車で外出したり，神社に参拝に行ったりすることを好む。

⑧【家事・労働】 ○もう少し手伝いに取り組むことができるように

○落ち葉拾いや草取りの仕事には，自分から進んで取り組んでいる。 なってもらいたい。

○一人でモップを持って， 教室内の清掃に取り組むことができる。

【＊＊＊＊＊さんの願い】

○ブランコや草取り，好きなビデオを見るなど， 好きなことをして楽しみたい。

○バスや電車など，乗り物にたっぷりと乗りたい。

【通学方法】 【進路希望状況】

○自家用車による保静弄テの送迎 ○本校高等部 → 作業所または通所授産施設，更生施設

図2－2　新潟大学教育人間科学部附属養護学校の個別の指導計画（続き）
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標を指導する指導場面や指導内容指導者などとの　 ②家庭との連携を深めるために作成する個別

関連性を明確にする必要性を述べた。図1－1はコ　　　　　の指導計画

ミュニケーショソの領域における長期目標と，指導　　　自立につながる社会的適応スキルの指導は，家庭

の形態，指導者，指導方法を明確にした個別の指導　　と連携して行うことが最も効果的である。田野崎

計画の例である。「自分の意思をことばで伝えるこ　　（1999）は，買い物・調理活動の指導について，家

とができるように」なるために，どんな単元，どん　　庭と学校双方で行う指導を協調して行うための個別

な授業のどの場面で，誰が教えるのか，はっきり示　　の指導計画を作成した事例を報告した。

されている。また，新潟県立村上養護学校では，長

期目標に従った短期目標や下位ステップを設定する　　③重度・重複障害のある児童生徒を対象に，

ときに，指導の形態別に作成している年間指導計画　　　　　指導の個別化や個別指導を行うための個別の

の単元・題材目標を，短期目標もしくは下位目標と　　　　　指導計画

してを設定する個別の指導計画を考案した（図4一　　　重度・重複障害のある児童生徒の教育は，指導の

1，2）。図4－1に長期目標と，長期目標を指導　　個別化がいっそう求あられる。そのため，自立活動

する指導の形態をまとめ，図4－2に短期目標と，　　中心のカリキュラムが適応されることが多く，個別

短期目標を指導するための単元及び単元の目標を設　　の指導計画が不可欠である。新潟県立柏崎養護学校

定している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さざなみ分校では，図7のような自立活動を中心に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　構成された個別の指導計画を作成した。この例では，

　　③通常の学級における指導と，関連サービス　（1）に述べた全体計画と個別の実践計画が盛り込まれ

　　　との関係を明確にする　　　　　　　　　　　　ているが，重度・重複障害のある児童生徒を対象と

　新潟LD児・老親の会「いなほ」では，通常の学　　した個別の指導計画では，短期目標を対象に，指導

級担任，通級指導教室担任をはじめとする学校関係　　内容や課題分析を詳しく計画したものが多く見られ

者，保護者，言語療法士などの専門家などが集まっ　　る（江田，2000；長澤・森島，1990；森島・長澤；

て，学習障害のある児童生徒を対象とした個別の指　　1989）。なお，通級指導教室を中心に自立活動を指

導計画を作成している。図6－1，2，3は，通常　　導する場合，通常の学級担任と，通級指導教室の担

の学級に在籍しながら通級指導教室に通う学習障害　　任が話し合って個別の指導計画を作成することが望

のある児童の個別の指導計画である。「社会性」・　　ましい。

「学習活動」（自己管理），「教科」それぞれの領域に　　　その他，心理，医学的所見，過去の指導計画と結

おける長期目標と短期目標を示し，目標達成のため　　果，作品など，児童生徒の実態に関するさまざまな

に通常の学級担任，通級指導教室担任，教科担任，　　個人情報をまとめたポートフォリオ（Demchak＆

そして保護者が，どのように関わっていくかが明確　　Greenfield，2000）も，個別の指導計画のひとつと

にされている。図6－1，2，3に示した個別の指　　見なしていいであろう。

導計画に基づいて通常の学級担任と通級指導教室担

任及び保護者が協調して指導し，その効果も確認さ　　5．個別の指導計画を作成する指導上の効果

れている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わが国では，障害のある児童生徒を対象とした個

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別の指導計画による実践は歴史が浅く，指導上の効

　（2）（1）に該当しないが，現在作成されている個別　　果をまとめた報告は少ない。その中で長澤・森島

　　の指導計画の具体例と特徴　　　　　　　　　　　（1989；1990）は，重度・重複障害のある児童生徒

　　①特定の教科についての個別計画としての個　を対象とした個別の指導計画を作成する指導上の効

　　　別の指導計画　　　　　　　　　　　　　　　　果について，以下の4点を報告した。

　喜多（1999）は，教科別の指導段階表を作成し，　　　（1）長期目標の設定により指導の方向性を絶えず

個々の児童一人一人の実態を指導段階表を使って分　　　　確認できた

析・評価する個別の指導計画を作成した（図6）。　　　（2）短期目標の設定により具体的に何を指導すべ

指導段階表により，現在取り組んでいる課題が今後　　　　きかが明確だった

どのように発展するのか（どのような段階を踏んで　　　（3）下位ステップの作成により細かな変化を評価

指導すべきか）明らかになったと報告した。　　　　　　　することができた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）下位ステップの作成により毎回の指導がスムー
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重点化した課題　　（1年間程度の期間で達成可能と患われる課題）　　　　　　Nα2

課題①　　安定した歩行ができる。

課題②　　養訓スプーンを使い，少しずつ一人で食事ができるようにする。

課題③　　好きなもの（おもちゃや乗り物など）を増やす。

課題達成の方策　（課題達成のために指導する内容と主に指導する形態，人的・物的支援）

鰍　題 指導する内容と主に指導する形態 支　　援

① 〈個別の学習〉 ～物的支援～
・体の筋肉をリラヅクスさせるための運 ◎落ち着いて取り組める環
動や遊びを取り入れていく。 境（場所）を作る。

〈朝の運動，日生〉 ～人的支援～
・教師と一緒にゆっくり歩く。 ◎声がけをしながら行い，

上手にできた時は大いに

誉める。

◎なるべく手をっながない

で行う。

C　　　　　　　　　　　　　　　吻　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6　　　　　　　鼻　　　．

・　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　6

② 〈給食，日生〉 ～物的支援～
・スプーンをなるべく自分の意思で口に ◎本児に合った養訓スプー
持っていき，出せるようにする。 ンを用いる。

～人的支援～

◎スプーンを持つ手に，教

師が軽く手を添えるよう
にする。

◎家庭との連携を図りなが

　ら指導を進めていく。
E　　　　　　　7　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　¶　　　　　　　　　　　．

り　　　　　　　●　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　， ，　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　角■　　　　●

@　　　　　　　　　　　璽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　層 ・　　　　　　　　　　　　邑

③ 〈遊びの指導〉 ～物的支援～
・感覚遊びや水遊びなど，いろいろな種 ◎本児の好みそうなおもち

類の遊びを経験する。 やの用意，遊び場の常設

など，環境を整える。

～人的支援～

◎教師も共に楽しく遊ぶ。

図4－1　新潟県立村上養護学校の個別の指導計画
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この時期の課題

課題①　階段で安定した歩行ができる。

課題②　食事面で，自分でスプーンを口の中まで運び，自分でスプーンを出す。

課題③　感覚遊びを思いきり楽しむ。

課題達成のための具体的方策

指導する形態 単元・題材での目標 支　　援
単元・題材

個別の学習 ○階段で安定した歩行ができ ・全身がリラックスする運動をして

朝の運動 る。
から階段歩行に入る。

日常生活の指導 ・落ち着いて歩行できるように，静

かな場所や時間帯など，環境に配

慮する。

・朝の運動においても，リラックス

する運動を行う。

C　　　．　　．「　の　，い　　　　　　○　　　◎　　　　　　四・

，　　　　．　　　邑　　　9　　　　　　　　　，
「　　，7・　●　い　　　　　　・w　　　　，　　　　　　　　　　亀　　　唖　　　　　　　．

・　　　　　　　o　　●　　　　　　　　，　　　0　　9　　曽●

給食 ○自分でスプーンを口の中ま ・自分の意思でスプーンを動かすご

日常生活の指導 で運び，自分でスプーンを とができるように，軽く手を添え

出すことができる。 る。

・ゆっくり時間をかけて食事する。

・食事動作の定着を図るため，継続

して支援する。

・スプーンの大きさや柄の長さなど

本児が食べやすいように調整する。

・　　　　　卿　　軸　　．◆　　　　　　．ρ
層　　　閣・　　　　　　ワ　，　　　　　駈　｝　　帥　　剣　’　　　　　9P●●　9　r　　　　r　　　　　　　　　，n・．

邑，曾「・．■．曾●門　　　　　　9　　，　．q‘●　　P胆●9　■　，　　　　　9　　　　0　　　●　　・　　　9サ　，　．

遊びの指導 ○冒険ランドで楽しく遊ぶこ ・触る・見る・揺れるなど，感覚的に
職ランドでおおさわぎ1 とができる。 楽しめる遊具やしかけを設置する，

自由遊び ○自分から興味をもった遊 ・本児の「この遊びがしたい」とい

昼休み 具やしかけに近づく。 う思いや行動を引き出すために，

さまざまな遊具やしかけに誘った

り一緒に楽しんだりする。

・教室でも感触・感覚遊びができる

ように，紙ふぶきのプールや手押

し車を常設しておく。

図4－2　新潟県立村上養護学校の個別の指導計画（続き）
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　　ズにできた　　　　　　　　　　　　　　　　　学校間の情報交換を可能にするネットワークの構築

　他に，個別の指導計画の作成・実践が具体的なス　　等を課題として指摘している。

キルの獲得につながり，保護者もその効果を確認で　　　個別の指導計画を作成しても，効果的な指導が行

きた（大沢，2000）等，行動獲得と第三者による評　　われたかどうか，短期目標が達成されたかどうかの

価の実現についての報告がある。さらに石隈（1999）　評価を行わなければ意味がない。冨樫（2000）が報

は，個別の指導計画の作成により，教育の公開性，　　告しているような指導段階表による評価やABデザ

保護者を含む複数の専門家による連携の重要性を指　　イソに代表される単一実験計画法を使った評価等，

摘している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　指導の効果を測定する評価を行う必要がある。さら

　重度・重複障害のある児童生徒に限らず，最も期　　に，こういった客観的評価だけではなく，保護者に

待される効果は集団による一斉指導中心のカリキュ　　よる満足度・充実度などの主観的な評価（例えば，

ラムの中で，指導の個別化が図られ，真に個に応じ　　高畑・大村・武蔵1999）を行うことにより，「子

た教育が行われることだと考える。しかし，現段階　　どものニーズ」が本当に達成されたかどうかを確認

では個別の指導計画作成と作成システムを中心とし　　することができる。

た報告がほとんどで，効果についての調査・分析は　　　最後に指導の連続性の問題について述べる。個別

あまり行われていない。　　　　　　　　　　　　　の指導計画の作成により，特に高等部のある養護学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　校では，小学部から高等部までの指導の一貫性がこ

6．個別の指導計画の作成に関わる問題とその対応　　れまで以上に保障されることが期待される。買い物

　（1）問題・課題　　　　　　　　　　　　　　　　やコミュニケーショソなどの自立につながるスキル

　橋本ら（1999）は，知的障害養護学校小学部を対　　の獲得のための指導が，進学や進級により指導の形

象に，個別の指導計画の作成状況に関する調査を行っ　　態が変わっても連続して行われるからである。しか

た。その結果，60％以上の学校で個別の指導計画を　　し，最終的には高等部や高等学校卒業後の地域生活

作成していることがわかった。多くの学校で個別の　　に結びつく個別の指導計画が必要である。従って，

指導計画を作成している事実が伺われるが，同時に　　学校教育と将来の地域生活を結びつけるITPの作成

様々な課題も指摘されている。ここではIEPの作成　　（熊谷・山中，1999；：F川・志村，1999；

に関わる問題点とその対応について述べる。　　　　　Whitney－Tomas，　Shaw，　Honey＆Butterworth，

　最も多く指摘されていることは，個別の指導計画　　1998）を考えていかなければならない。例えば，熊

という「新たな文書」の作成に追われることによる　　谷・山中（1999）は，学習障害のある生徒を対象に，

事務的・時間的負担と，その結果として子どもと関　　「仕事や役割」「余暇・社交」「自立生活」の項目

わる時間が減少したことである（The　Council　for　により構成されているITPの作成を紹介している。

Exceptional　Children；CEC，2000；河合，1997；　　同じように干川・志村（1999）は，「地域社会への

森島；1985）。CEC（2000）によると，特殊教育担　　参加」　「身辺処理」　「中等教育後のトレーニソグと

当教師の32％が毎日IEPとIEPに関連する文書の作　　学習」「職業」「レクリエーショソとレジャー」の

成に30分から1時間費やし，2時間以上費やしてい　　項目により構成されているミネソタ州のITPを紹介

る教師が26％いることを報告した。また多大な努力　　した。

を費やして作成してもIEPをやっかいもの扱いし，

実際の指導場面であまり使っていないなどの問題点　　　（2）個別の指導計画作成における事務的・時間的

（Butra，　Klein，　McMullen＆Wilson；1998）も指　　　　負担への対応

摘されている。作成に関する事務的負担への対応に　　　個別の指導計画を作成することにより，教師が事

ついては，後述する。　　　　　　　　　　　　　　　務的・時間的負担を強いられることは間違いのない

　実際に個別の指導計画を作成するとなると，実態　　事実である。そこでここでは負担を軽減するいくつ

把握や指導法に関する専門的な知識が要求される。　　かの対応についてまとめた。

現状では担任を中心に小数の教師が作成する報告が　 ①指導段階表の作成
多いが，本来は子どもに関わるすべての人を中心に，　　何も資料のない状態で，子どものニーズから長期

心理・教育の専門家を交えて作成しなければならな　　目標や短期目標を設定することは大変な作業である。

い・石隈（1999）は，IEP作成に関わるスタッフの　　そこで，発達段階表等を参考に，発達段階ごとの行

質の向上，援助コーディネーショソ委員会の設置，　　動を指導目標と見なし，指導段階表として活用する
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方法が考えられる（喜多，1999；冨樫，2000）。子　　見直し，効果的に機能していない制度を廃止するな

どものニーズからずれる可能性があるが，おおよそ　　ど，思い切った制度改革が必要であろう。

の指導の方向性を確認、し，指導目標の設定やアセス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…

メソトが手軽にできる。　　　　文献

一　②個別の指導計画作成を支援するホームペー　1）Allinder，　R．M．＆SiegeL　E．（1999）：”Who

　　　　　ジの活用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　is　Brad？”Preservice　teacher’s　perceptions

　　最近はイソターネットの普及により，ホームペー　　　　of　summarizing　assessment　infomlation

　ジを活用してIEPを作成するシステムが紹介されて　　　　about　a　student　with　moderate　disabilities．

　いる。例えば長澤（2001）は，言語訓練を行うため　　　　Education　and　Training　in　Mental　Retar

　の指導プログラムと個別の指導計画作成を援助する　　　　dation　and　Developmental　Disabilities，34

　ホームページを作成した注4。このホームページでは，　　　（2），157－169．

　0歳から2歳までに見られる言語行動を指導段階表　　2）American　Association　on　Mental　Retar

　としてまとめ，それぞれの指導目標に対応した指導　　　　dation（茂木俊彦監訳）（1992）：精神遅滞（第

　方法を指導内容例として紹介している。さらに，パ　　　　9版）。学苑社，pp48－50．

　ソコソを使って，これらの指導目標と指導内容例を　　3）Butra，　G．，　Klein，　H．，　McMulIen，　L．，＆

　コピーして貼り付け，手軽に個別の指導計画を作成　　　　Wilson，　B．（1998）：Astatewide　study　of

　する手続きを紹介した。　　　　　　　　　　　　　　　FAPE　and　school　dicipline　policies．　Journal

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Special　Education，32（2），108－114．

　　　③個別の指導計画作成のためのマニュアルの　4）Clark，　S．G．（2000）：The　lEP　process　as　a

　　　　開発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tool　for　collaboration．　TEACHING　Ex－

　　Giangreco，　Cloninger，＆Iverson（1998）は，　　　　　ceptional　Children，33（2），56－66．

　COACH（Choosing　outcomes　and　accornlno－　　5）The　Council　for　Exceptional　Children
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