
 

 

 

小学部 

（１）小学部の教育目標 

   ① 元気な児童 

   ② 明るく思いやりのある児童 

   ③ 身のまわりのことは自分でできる児童 

   ④ 最後まで頑張る児童 

   ⑤ 進んで学習する児童 

   ⑥ 周りの人との関わりを広げ，気持ちや考えを表現できる児童 

  

（２）教育課程の編成方針 

       本校の教育目標及び本年度の重点目標が達成できるように，児童一人一人の個別の指導計画に基づき,

中学部・高等部との連携を図り，調和のとれた教育課程を編成する。 

① 本校の教育課程編成の基本方針に基づき，児童の実態に応じて合理的配慮を行い弾力的に編成する。 

② 児童の実態に応じて，Ⅰ課程，Ⅱ課程，Ⅲ課程の教育課程を編成する。 

     ア 準ずる教育の教育課程（Ⅰ課程） 

      ・小学校の当該学年に準じた教育内容を主として編成する。 

      ・障害の状態により，当該学年の学習が困難な児童は，下学年の指導内容を代替して編成する。 

     イ 知的代替の教育課程（Ⅱ課程） 

        ・特別支援学校（知的障害）教育の教科等を代替とする。 

        ・児童の実態や発達段階に応じて，教科別，各教科等を合わせた指導で編成する。 

     ウ 自立活動を主とした教育課程（Ⅲ課程） 

      ・児童の実態や発達段階に応じて，自立活動を主として編成する。 

 

（３）各教科等の指導の重点     

【準ずる教育の教育課程】 

① 各教科  

＜国語＞ 

  ・日常生活に必要な国語について，その特質を理解し適切に使うことができるようにする。 

 ・日常生活における人との関わりの中で伝え合う力を高め，思考力や想像力を養う。 

  ・言葉が持つよさを認識するとともに，言語感覚を養い，国語の大切さを自覚し，国語を尊重してその能 

  力の向上を図る態度を養う。 

＜社会＞  

 ・地域や我が国の国土の地理的環境，現代社会の仕組みや働き，地域や我が国の歴史や伝統と文化   

   を通して社会生活について理解するとともに，様々な資料や調査活動を通して情報を適切に調べ，  

  まとめる技能を身に付けるようにする。 

     ・社会的事象の特色や相互の関連，意味を多角的に考えたり，社会に見られる課題を把握したりして，

その解決に向けて社会への関わり方を選択・判断したりする力，考えたことや選択・判断したことを適

切に表現する力を養う。 

 ・社会的事象について，よりよい社会を考え主体的に問題解決しようとする態度を養うとともに，多角的 

       な思考や理解を通して，地域社会に対する誇りと愛情，地域社会の一員としての自覚，我が国の国 

      土と歴史に対する愛情，我が国の将来を担う国民としての自覚，世界の国々の人々と共に生きていく 

       ことの大切さについての自覚などを養う。 

＜算数＞ 

 ・数量や図形などについての基礎的・基本的な概念や性質などを理解するとともに，日常の事象を数理的 

  に処理する技能を身に付けるようにする。 

 



 

 

 

 ・日常の事象を数理的に捉え，見通しをもち筋道を立てて考察する力，基礎的・基本的な数量や図形の性

質などを見いだし統合的・発展的に考察する力，数学的な表現を用いて事象を簡潔・明瞭・的確に表した

り目的に応じて柔軟に表したりする力を養う。 

 ・数学的活動の楽しさや数学のよさに気付き，学習を振り返ってよりよく問題解決しようとする態度，算数で 

  学んだことを生活や学習に活用しようとする態度を養う。 

＜理科＞ 

 ・自然の事物・現象についての理解を図り，観察，実験などに関する基本的な技能を身に付けるように 

  する。 

 ・観察，実験などを行い，問題解決の力を養う。 

 ・自然を愛する心情や主体的に問題解決しようとする態度を養う。 

    ＜生活＞ 

 ・活動や体験の過程において，自分自身、身近な人々，社会及び自然の特徴やよさ，それらの関わり等に

気付くとともに，生活上必要な習慣や技能を身に付けるようにする。 

 ・身近な人々，社会及び自然を自分との関わりで捉え，自分自身や自分の生活について考え，表現するこ

 とができるようにする。 

 ・身近な人々，社会及び自然に自ら働きかけ，意欲や自信を持って学んだり生活を豊かにしたりしようとする 

  態度を養う。 

   ＜音楽＞ 

 ・曲想と音楽の構造などの関わりについて理解するとともに，表したい音楽表現をするために必要な技能を 

  身に付けるようにする。 

 ・音楽表現を工夫することや，音楽を味わって聴くことができるようにする。 

 ・音楽活動の楽しさを体験することを通して，音楽を愛好する心情と音楽に対する感性を育むとともに，音楽 

  に親しむ態度を養い，豊かな情操を培う。 

   ＜図画工作＞ 

 ・対象や事象を捉える造形的な視点について自分の感覚や行為を通して理解するとともに，材料や用具を 

  使い，表し方など工夫して，創造的につくったり表したりすることができる。 

 ・造形的なよさや美しさ，表したいこと，表し方などについて考え，創造的に発想や構想をしたり，作品など

  に対する自分の見方や感じ方を深めたりすることができるようにする。 

 ・つくりだす喜びを味わうとともに，感性を育み，楽しく豊かな生活を創造しようとする態度を養い，豊かな情 

  操を培う。 

    ＜家庭＞ 

 ・家族や家庭，衣食住，消費や環境などについて，日常生活に必要な基礎的な理解を図るとともに，それら 

  に係る技能を身に付けるようにする。 

 ・日常生活の中から問題を見いだして課題を設定し，様々な解決方法を考え，実践を評価・改善し，考えた 

 ことを表現するなど，課題を解決する力を養う。 

 ・家庭生活を大切にする心情を育み，家族や地域の人々との関わりを考え，家族の一員として，生活をより 

  よくしようと工夫する実践的な態度を養う。 

    ＜体育＞ 

 ・その特性に応じた各種の運動の行い方及び身近な生活における健康・安全について理解するとともに， 

 基本的な動きや技能を身に付けるようにする。 

 ・運動や健康についての自己の課題を見付け，その解決に向けて思考し判断するとともに，他者に伝える 

  力を養う。 

 ・運動に親しむとともに健康の保持増進と体力の向上を目指し，楽しく明るい生活を営む態度を養う。    

  ＜外国語＞ 

   ・外国語の音声や文字，語彙，表現，文構造，言語の働きなどについて，日本語と外国語との違いに気付き，

   これらの知識を理解するとともに，読むこと，書くことに慣れ親しみ，聞くこと，読むこと，話すこと，書くこと



 

 

 

   による実際のコミュニケーションにおいて活用できる基礎的な技能を身に付けるようにする。 

  ・コミュニケーションを行う目的や場面，状況などに応じて，身近で簡単な事柄について，聞いたり話したり

  するとともに，音声で十分に慣れ親しんだ外国語の語彙や基本的な表現を推測しながら読んだり，語順 

   を意識しながら書いたりして，自分の考えや気持ちなどを伝え合うことができる基礎的な力を養う。 

  ・外国語の背景にある文化に対する理解を深め，他者に配慮しながら，自主的に外国語を用いてコミュニケ 

    ーションを図ろうとする態度を養う。 

  

② 道徳科   

     ・個々の児童の障害の状態や経験等に応じて,具体的に指導する。 

・よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため，道徳的諸価値についての理解を基に，自己をみつめ，

  事物を多面的・多角的に考え，自己の生き方についての考えを深める学習を通して，道徳的な判断力，

  心情・実践意欲と態度を育てる。 

 

③ 特別活動 

     ・個々の児童の障害の状態や経験等に応じて,具体的に指導する。 

・多様な他者と協議する様々な集団活動の意義や活動を行う上で必要となることについて理解し，行動の 

       仕方を身に付けるようにする。 

     ・集団や自己の生活，人間関係の課題を見いだし，解決するために話し合い，合意形成を図ったり，意思 

     決定したりすることができるようにする。 

      ・自主的，実践的な集団活動を通して身に付けたことを生かして，集団や社会における生活及び人間関係 

     をよりよく形成するとともに，自己の生き方についての考えを深め，自己実現を図ろうとする態度を養う。 

      

④ 自立活動 

  ・健康の保持・増進を図り，保有する感覚を活用できるようにする。 

  ・児童一人一人の障害の状態や発達段階を的確に把握し，自立に向けて，障害による学習上又は生活       

   上の困難を主体的に改善・克服しようとする知識・技能・態度を育てる。 

  ・自己選択・自己決定する機会を設けることによって，思考・判断・表現する力を育てる。 

  ・児童の身体の動きや意思の表出の状態等に応じて適切な補助用具や情報機器等の補助的手段を工 

   夫し，有効な活用を図る。 

 

   ⑤ 総合的な学習の時間 

  ・探究的な学習の過程において，課題の解決に必要な知識及び技能を身に付け，課題に関わる概念を    

   形成し，探求的な学習のよさを理解するようにする。 

  ・実社会や実生活の中から問いを見いだし，自分で課題を立て，情報を集め，整理・分析して, まとめ・ 

  表現することができるようにする。 

  ・探究的な学習に主体的・協働的に取り組むとともに，互いのよさを生かしながら，積極的に社会に参画     

  しようとする態度を養う。 

 

⑥ 外国語活動 

  ・外国語を通して，言語や文化について体験的に理解を深め，日本語と外国語との音声の違い等に気    

   付くとともに，外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しむようにする。 

  ・身近で簡単な事柄について，外国語で聞いたり話したりして自分の考えや気持ちなどを伝え合う力の 

   素地を養う。 

  ・外国語を通して，言語やその背景にある文化に対する理解を深め，相手に配慮しながら，主体的に外 

   国語を用いてコミュニケーションを図ろうとする態度を養う。 

 

 

 



 

 

 

 

  【知的代替の教育課程】 

① 各教科  

＜生活＞ 

     ・活動や体験の過程において，自分自身，身近な人々，社会及び自然の特徴やよさ，それらの関わり等

に気付くとともに，生活に必要な習慣や技能を身に付けるようにする。  

      ・自分自身や身の回りの生活のことや，身近な人々，社会及び自然と自分との関わりについて理解し， 

       考えたことを表現することができるようにする。 

      ・自分のことに取り組んだり，身近な人々，社会及び自然に自ら働きかけ，意欲や自信をもって学んだ

り，生活を豊かにしようとしたりする態度を養う。 

＜国語＞ 

・日常生活に必要な国語について，その特質を理解し使うことができるようにする。  

・日常生活における人との関わりの中で伝え合う力を身に付け，思考力や想像力を養う。  

・言葉で伝え合うよさを感じるとともに，言語感覚を養い，国語を大切にしてその能力の向上を図る態度

を養う。 

＜算数＞ 

・数量や図形などについての基礎的・基本的な概念や性質などに気付き理解するとともに，日常の事象を

数量や図形に注目して処理する技能を身に付けるようにする。  

・日常の事象の中から数量や図形を直感的に捉える力，基礎的・基本的な数量や図形の性質などに気付き 

感じ取る力，数学的な表現を用いて事象を簡潔・明瞭・的確に表したり柔軟に表したりする力を養う。  

・数学的活動の楽しさに気付き，関心や興味をもち，学習したことを結び付けてよりよく問題を解決しようとす 

る態度，算数で学んだことを学習や生活に活用しようとする態度を養う。 

＜音楽＞ 

・曲名や曲想と音楽のつくりについて気付くとともに，感じたことを音楽表現するために必要な技能を身に付 

けるようにする。  

・感じたことを表現することや，曲や演奏の楽しさを見いだしながら，音や音楽の楽しさを味わって聴くこと

ができるようにする。  

・音や音楽に楽しく関わり，協働して音楽活動をする楽しさを感じるとともに，身の回りの様々な音楽に親し

む態度を養い，豊かな情操を培う。 

＜図画工作＞ 

・形や色などの造形的な視点に気付き，表したいことに合わせて材料や用具を使い，表し方を工夫してつく

ることができるようにする。  

・造形的なよさや美しさ，表したいことや表し方などについて考え，発想や構想をしたり，身の回りの作品な

どから自分の見方や感じ方を広げたりすることができるようにする。  

・つくりだす喜びを味わうとともに，感性を育み，楽しく豊かな生活を創造しようとする態度を養い，豊かな情

操を培う。 

＜体育＞ 

  ・遊びや基本的な運動の行い方及び身近な生活における健康について知るとともに，基本的な動きや健康 

な生活に必要な事柄を身に付けるようにする。  

  ・遊びや基本的な運動及び健康についての自分の課題に気付き，その解決に向けて自ら考え行動し，他

者に伝える力を養う。  

  ・遊びや基本的な運動に親しむことや健康の保持増進と体力の向上を目指し，楽しく明るい生活を営む態

度を養う。 

 

② 道徳科   

     ・個々の児童の障害の状態や経験等に応じて,具体的に指導する。 



 

 

 

・よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため，道徳的諸価値についての理解を基に，自己をみつめ，

  事物を多面的・多角的に考え，自己の生き方についての考えを深める学習を通して，道徳的な判断力，

  心情・実践意欲と態度を育てる。 

 

③ 外国語活動 

 ・外国語を用いた体験的な活動を通して，日本語と外国語の音声の違いなどに気付き，外国語の音声に慣 

れ親しむようにする。  

 ・身近で簡単な事柄について，外国語に触れ，自分の気持ちを伝え合う力の素地を養う。  

 ・外国語を通して，外国の文化などに触れながら，言語への関心を高め，進んでコミュニケーションを図ろう 

とする態度を養う。 

    

④ 特別活動 

     ・個々の児童の障害の状態や経験等に応じて,具体的に指導する。 

・多様な他者と協議する様々な集団活動の意義や活動を行う上で必要となることについて理解し，行動の 

       仕方を身に付けるようにする。 

     ・集団や自己の生活，人間関係の課題を見いだし，解決するために話し合い，合意形成を図ったり，意思 

     決定したりすることができるようにする。 

      ・自主的，実践的な集団活動を通して身に付けたことを生かして，集団や社会における生活及び人間関係 

  をよりよく形成するとともに，自己の生き方についての考えを深め，自己実現を図ろうとする態度を養う。 

 

⑤ 自立活動 

     ・健康の保持・増進を図り，保有する感覚を活用できるようにする。 

     ・児童一人一人の障害の状態や発達段階を的確に把握し,自立に向けて，障害による学習上又は生活

上の困難を主体的に改善・克服しようとする知識・技能・態度を育てる。 

     ・自己選択・自己決定する機会を設けることによって，思考・判断・表現する力を育てる。 

     ・児童の身体の動きや意思の表出の状態等に応じて適切な補助用具や情報機器等の補助的手段を工

夫し，有効な活用を図る。 

 

 

   【自立活動を主とした教育課程】 

① 各教科  

＜生活＞ 

・身近な環境に親しみ，自然と触れ合う中で様々な事象に興味や関心をもつようにする。 

・身近な環境に教師と一緒に関わり，楽しんだり感じたりし，それを生活に取り入れようとする態度を育てる。 

・身近な事象を感じたり教師と一緒に扱ったりする中で，感覚を豊かにするようにする。 

＜国語＞ 

・自分の気持ちを教師と一緒に表情や身振り，発声や言葉で表現する楽しさを味わうようにする。 

・教師と一緒に，身近な人の話しかけに気付き，自分なりの方法で応じようとする態度を養う。 

・教師と一緒に身近な人の話しかけに気付き，関わりを楽しむようにする。 

 ＜算数＞ 

 ・自分を取り巻く環境にその身体を通して触れ，様々な外界の刺激を感じ取り身体感覚を得るようにする。 

 ・身近な環境との多様な関わりを楽しむようにする。 

 ・身近な人やものとの直接的な関わりを通して，その意味や性質、特徴などを感覚によって捉えるように 

 する。 

 ＜音楽＞ 

 ・音や音楽に気付くとともに関，心を向け，教師と一緒に音楽表現を楽しむようにする。 

 ・教師と一緒に，音楽的な表現を楽しむことや，音や音楽に気付きながら聴くことができるようにする。 

 ・音や音楽に気付いて，教師と一緒に音楽活動をする楽しさを感じるとともに，生活の中の音や音楽を楽 



 

 

 

しむようにする。 

 ＜図画工作＞ 

 ・生活の中で様々な音，形，色，手触り，動きなどに気付いたり感じたりすることができるようにする。 

 ・生活の中でイメージを豊かにし，様々な表現を楽しむようにする。 

 ・身体の諸感覚の経験を豊かにし，様々な感覚を味わうようにする。 

 ＜体育＞ 

・教師の支援を受けて，楽しく手足を動かすなど健康な生活に必要な事柄ができるようにする。 

・体を動かすことの楽しさや心地よさを感じることが表現できるようにするとともに，健康な生活を営むため 

に必要な事柄について表情や身体の動きで表出できるようにする。 

・簡単な合図や言葉かけで，体を動かし，健康に必要な事柄を教師と一緒に取り組む態度を養う。 

 

② 道徳科   

・個々の児童の障害の状態や経験等に応じて,具体的に指導する。 

・よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため，道徳的諸価値についての理解を基に，自己を

みつめ，事物を多面的・多角的に考え，自己の生き方についての考えを深める学習を通して，道

徳的な判断力，心情・実践意欲と態度を育てる。 

 

③ 特別活動 

・個々の児童の障害の状態や経験等に応じて,具体的に指導する。 

・多様な他者と協議する様々な集団活動の意義や活動を行う上で必要となることについて理解し，行 

動の仕方を身に付けるようにする。 

・集団や自己の生活，人間関係の課題を見いだし，解決するために話し合い，合意形成を図ったり， 

意思決定したりすることができるようにする。 

・自主的，実践的な集団活動を通して身に付けたことを生かして，集団や社会における生活及び人間 

関係をよりよく形成するとともに，自己の生き方についての考えを深め，自己実現を図ろうとする態度 

を養う。 

      

④ 自立活動 

・健康の保持・増進を図り，保有する感覚を活用できるようにする。  

・児童一人一人の障害の状態や発達段階を的確に把握し，自立に向けて，障害による学習上又

は生活上の困難を主体的に改善・克服しようとする知識・技能・態度を育てる。   

・自己選択・自己決定する機会を設けることによって，思考・判断・表現する力を育てる。 

・児童の身体の動きや意思の表出の状態等に応じて適切な補助用具や情報機器等の補助的手

段を工夫し，有効な活用を図る。 

 

(４) 交流及び共同学習の重点 

    ・他校種や近隣校との交流及び共同学習の経験を通して，集団参加の力や社会性を養い，好ましい人 

間関係の基礎を育てる。 

    ・居住地校交流を通して，生活する地域の児童との友好関係を築き，地域の一員としての自覚や社会性 

を育てる。 

 

(５) 生徒指導の重点 

     ・教育活動全般を通し，基本的な生活習慣の定着を図る。 

     ・社会的自立の基礎を学び，周囲の人々と仲良くすることや集団におけるルールを身につけられる 

ようにする。 

     ・情報機器等を利用する際のルールやマナーを身につけ利用できるようにする。 

 

 

 



 

 

 

 

（６）キャリア教育の重点 

・個々の実態に応じて基本的生活習慣の確立を図る。 

・自分の良さを知り，相手の立場を考え協力して行動できるようにする。 

・保護者や関係機関等と連携しながら，進路についての意識を高める。 

 

(７) 生涯学習への意欲を高める指導の重点 

・学校教育を通して身につけたことを活かし，多様なスポーツや文化，芸術活動を楽しむことがで

きるようにする。 

 

（８）ＩＣＴ機器利活用の重点 

・情報機器の簡単な操作ができるようにする。（機器やソフト、アプリの起動・終了、マウスやタ

ッチパネルの基本的な操作） 

・教師や身近な大人と一緒にインターネットを利用して、必要な情報収集ができるようにする。 

・学習活動や遊び的な活動などを通して、情報機器に親しみ活用しようとする態度を養う。 

 

（９）安全教育の重点 

・障害の状態を十分に把握し,児童の健康・安全に留意して安全教育を行うことができるようにする。 

・施設・設備や遊具,教材・教具及び補助用具等を安全に使うことができるようにする。  

・特設の安全指導（交通安全指導,火災，地震･津波における避難訓練等）を行うことにより，事故 

や災害から身を守るための適切な行動がとれるようにする。 

 

（10）指導形態 

   ① 指導のための集団構成の在り方・考え方 

・基本的な指導形態として教科別，領域別の指導を行うが，児童の実態に応じて各教科等を合わせた

指導を行う。 

・児童の実態や発達段階から，児童に必要な学習を保障し，且つ，その学習効果をより高めるため、必

要な学習グループを編成したり個別で指導したりする。 

・特別活動は，全児童を対象に行い学校行事や全体での特別活動，児童生徒会活動等で指導を行う。 

・自立活動は，「学校の教育全体を通じて行う指導」と，「時間における指導」で行う。「時間における指

導」は，学級及び抽出における指導があり，個別での指導が行えるようにする。 

・道徳は，児童の実態に応じて特設し，１単位時間の指導や学校の教育活動全体を通して指導を行う。 


