
 

 

高等部  

 （１）高等部の教育目標 

① 規則正しい生活習慣の確立と健康管理に努める生徒 

② 自分の能力・適性を把握し，進路選択のできる生徒 

③ 様々な人と関わり，よりよい人間関係を築くことができる生徒 

④ 自らの趣味を深め，余暇を有意義に活用できる生徒 

⑤ 自ら学び，学力の向上に努める生徒 

⑥ 地域の活動に関心を持ち，自ら社会参加に努める生徒 

 

 （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，個別の指導計画に基づき，

小学部・中学部との連携を図り，調和のとれた教育課程を編成する。 

    ① 生徒の実態に応じて,合理的配慮を行い弾力的に編成する。 

 ② 生徒の実態に応じて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） 

      ・高等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生徒は,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）教育の教科を代替する。生徒の実態に応じて,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） 

      ・生徒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＞ 

・生涯にわたる社会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。 

・生涯にわたる社会生活における他者との関わりの中で伝え合う力を高め，思考力や

想像力を伸ばす。 

・言葉のもつ価値への認識を深めるとともに，言語感覚を磨き，我が国の言語文化の

担い手としての自覚をもち，生涯にわたり国語を尊重してその能力の向上を図る態

度を養う。 

＜地理・歴史＞ 

・現代世界の地域的特色と日本及び世界の歴史の展開に関して理解するとともに，調

査や諸資料から様々な情報を適切かつ効果的に調べまとめる技能を身に付けるよう

にする。 

・地理や歴史に関わる事象の意味や意義，特色や相互の関連を，概念などを活用して

多面的・多角的に考察したり，社会に見られる課題の解決に向けて構想したりする

力や，考察，構想したことを効果的に説明したり，それらを基に議論したりする力

を養う。 

・地理や歴史に関わる諸事象について，よりよい社会の実現を視野に課題を主体的に

解決しようとする態度を養うとともに，多面的・多角的な考察や深い理解を通して

涵養される日本国民としての自覚，我が国の国土や歴史に対する愛情，他国や他国

の文化を尊重することの大切さについての自覚などを深める 

＜公民＞ 

・選択・判断の手掛かりとなる概念や理論及び倫理，政治，経済などに関わる現代の



 

 

諸課題について理解するとともに，諸資料から様々な情報を適切かつ効果的に調べ

まとめる技能を身に付けるようにする。 

・現代の諸課題について，事実を基に概念などを活用して多面的・多角的に考察した

り，解決に向けて公正に判断したりする力や，合意形成や社会参画を視野に入れな

がら構想したことを議論する力を養う。 

・よりよい社会の実現を視野に，現代の諸課題を主体的に解決しようとする態度を養

うとともに，多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵養される人間としての在

り方生き方についての自覚を深める。 

・国民主権を担う公民として，自国を愛し，その平和と繁栄を図ることや，各国が相

互に主権を尊重し，各国民が協力し合うことの大切さについての自覚を深める。 

   ＜数学＞ 

・数学における基本的な概念や原理・法則を体系的に理解するとともに，事象を数学

化したり，数学的に解釈したり，数学的に表現・処理したりする技能を身に付ける

ようにする。 

・数学を活用して事象を論理的に考察する力，事象の本質や他の事象との関係を認識

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

表現する力を養う。 

・数学のよさを認識し積極的に数学を活用しようとする態度，粘り強く考え数学的論

拠に基づいて判断しようとする態度，問題解決の過程を振り返って考察を深めたり，

評価・改善したりしようとする態度や創造性の基礎を養う。 

＜理科＞ 

 ・自然の事物・現象についての理解を深め，科学的に探究するために必要な観察，実

験などに関する技能を身に付けるようにする。 

 ・観察，実験などを行い，科学的に探究する力を養う。 

 ・自然の事物・現象に主体的に関わり，科学的に探究しようとする態度を養う。 

    ＜保健体育＞ 

・各種の運動の特性に応じた技能等及び社会生活における健康・安全について理

解するとともに，自己の身体の動きの状態に応じた技能を身に付けるようにす

る。 

・運動や健康・安全について自他や社会の課題を発見し，合理的，計画的な解決に

向けて仲間と思考し判断するとともに，他者に伝える力を養う。 

・生涯にわたって継続して運動に親しむとともに健康の保持増進と体力の維持向

上を目指し，明るく豊かで活力ある生活を営む態度を養う。 

＜芸術（音楽）＞ 

・音楽に関する幅広く多様な内容について理解を深めるとともに，表現意図を音楽で

表すために必要な技能を身に付けるようにする。 

・音楽に関する知識や技能を総合的に働かせ，音楽の表現内容を解釈したり音楽の文

化的価値などについて知り，表現意図を明確にもったり，音楽や演奏の価値を見い

だして鑑賞したりすることができるようにする。 

・主体的に音楽に関する学習に取り組み，生涯にわたり音楽を愛好する心情を育むと

ともに，感性を豊かにし，音楽に親しんでいく態度を養い，豊かな情操を培う。 

＜芸術（美術）＞ 

・対象や事象を捉える造形的な視点について理解を深めるとともに，意図に応じて表

現方法を創意工夫し，創造的に表すことができるようにする。 

・造形的なよさや美しさ，表現の意図と創意工夫，美術の働きなどについて考え，主

題を生成し創造的に発想し構想を練ったり，価値意識をもって美術や美術文化に対

する見方や感じ方を深めたりすることができるようにする。 

・主体的に美術の幅広い創造活動に取り組み，生涯にわたり美術を愛好する心情を育

むと共に，感性を高め，美術文化に親しみ，心情豊かな生活や社会を創造していく



 

 

態度を養う。 

＜外国語（英語）＞ 

・外国語の音声や語彙，表現，文法，言語の働きなどの理解を深めるとともに，これ

らの知識を，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，目的や場面，状況などに応じて適切に活用できる技能を身に付ける

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，日常的な話題や社会的

な話題について，外国語で情報や考えなどの概要や要点，詳細，話し手や書き手の意

図などを的確に理解したり，これらを活用して適切に表現したり伝え合ったりする

ことができる力を養う。 

・外国語の背景にある文化に対する理解を深め，聞き手，読み手，話し手，書き手に

配慮しながら，主体的，自律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。 

＜家庭＞ 

・被服，食物，住居，保育などに関する実習を通して，実践的な知識と技術の習得を

図る。 

・家族がそれぞれの役割を果たしていることを理解し，楽しい家庭づくりのための自

分の役割を果たすための態度を育てる。 

・家庭生活を営む上で必要な能力を高め，実践的な態度を育てる。 

＜情報＞ 

・効果的なコミュニケーションの実現、コンピュータやデータの活用について理解を

深め技能を習得するとともに，情報社会と人との関わりについての理解を深めるよ

うにする。 

・様々な事象を情報とその結び付きとして捉え，問題の発見・解決に向けて情報と情

報技術を適切かつ効果的に活用する力を養う。 

・情報と情報技術を適切に活用するとともに，情報社会に主体的に参画する態度を養

う。 

    

   ② 道徳 

・社会の中の一員として，人間としての生き方についての自覚を高め，主体的に生き

る生活態度を養う。 

・社会経験を通して，広い視野に立ち，道徳的判断力や実践力を高める。 

 

   ③ 特別活動 

・多様な他者と協働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，主体的に集団や社

会に参画し，生活及び人間関係をよりよく形成するとともに，人間としての在り方

生き方についての自覚を深め，自己実現を図ろうとする態度を養う。 

 

   ④ 自立活動 

・生徒一人一人の障害の状態や発達段階を的確に把握し，自立と社会参加を目指して， 

障害による学習上または生活上の困難を主体的に改善・克服する知識，技能，態度及

び習慣を養う。 

・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。 

・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・表現する力を高 

める。 

・生徒の身体の動きや意志の表出の状態等に応じて，適切な補助用具や支援機器等の



 

 

補助的手段を活用し，社会生活に活かせるよう定着を図る。 

 

   ⑤ 総合的な探究の時間 

・探究の過程において，課題の発見と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，探究の意義や価値を理解するようにする。 

・実社会や実生活と自己との関わり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。 

・探究活動に主体的・協働的に取り組むとともに，互いのよさを生かしながら，新た

な価値を創造し，よりよい社会を実現しようとする態度を養う。日常生活や学校・

地域など身近な生活の中から課題を見つけ判断し，解決する資質や能力を育てる。    

 

  【知的代替の教育課程】 

   ①  各教科 

    ＜国語＞ 

・社会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。 

・社会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。 

・言葉がもつよさを認識するとともに，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。 

    ＜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役割，地域や我が国の歴史

や伝統と文化及び外国の様子について知り，身近な活動と関連付けて調べまとめる

ことができるようにする。 

・社会的事象について，自分の生活と結びつけて具体的に考え，社会の関わりの中で

選択・判断したことを適切に表現する自覚を養う。 

・社会に主体的に関わろうとする態度を養い，地域社会の一員として人々と共に生き

ていくことの大切さについての自覚を養う。 

   ＜数学＞ 

・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

現する力を養う。 

・数学的活動の楽しさやよさに気付き，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，数学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・現象についての基本的な理解を図り，観察，実験などに関する初歩的

な技能を身に付けるようにする。 

・観察，実験などを行い，解決の方法を考える力とより妥当な考えをつくりだす力を

養う。 

・自然を愛する心情を養うとともに，学んだことを主体的に生活に生かそうとする態

度を養う。 

＜音楽＞ 

・曲想と音楽の構造などとの関わり及び音楽の多様性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。 

・音楽表現を考えることや，音楽を自分なりに評価しながらよさや美しさを味わって

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，音楽に親しんでいく態度を養い，豊かな情操を培う。 

＜美術＞ 

 ・造形的な視点について理解するとともに，表現方法を創意工夫し，創造的に表すこ

とができるようにする。 

 ・造形的なよさや美しさ，表現の意図と工夫などについて考え，主題を生み出し豊か

に発想し，構想を練ったり，美術や美術文化などに対する見方や感じ方を深めたり

することができるようにする。 

 ・美術の創造活動の喜びを味わい，美術を愛好する心情を育み，感性を豊かにし，心

豊かな生活を創造していく態度を養い，豊かな情操を培う。 

＜保健体育＞ 

・各種の運動の楽しさや喜びに触れ，自分の生活における健康・安全について学

び，基本的な技能を身に付けるようにする。 

・各種の運動や健康な生活における自分の課題を見付け，その解決のための活動

を考えたり，工夫する力を養う。 

・各種の運動に自主的に取り組み,生涯にわたって運動に親しむことや健康の保持

増進と体力の維持向上を目指し明るく豊かな生活を営む態度を養う。 

＜職業＞ 

・職業に関する事柄について理解を深めるとともに，将来の職業生活に係る技能を身

に付けるようにする。 

・将来の職業生活を見据え，必要な事柄を見いだして課題を設定し，解決策を考え，

実践を評価・改善し，表現する力を養う。 

・よりよい将来の職業生活の実現や地域社会への貢献に向けて，生活を改善しようと

する実践的な態度を養う。 

＜家庭＞ 

・衣食住などに関する知識と技術の総合的な習得を図る。 

・家庭や地域の生活課題を主体的に解決するとともに，考えたことを表現するなど課

題を解決する力を養う。 

・家族の一員として，生活の充実向上を図る能力と実践的な態度を育てる。 

＜外国語（英語）＞ 

・外国語の音声や文字，語彙，表現，言語の働きなどについて，日本語と外国語との

違いに気付くとともに，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な

どが表す事柄を想像しながら読んだり書いたりして，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，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。 

＜情報＞ 

・身近にある情報と情報技術及びこれらを活用して問題を知り，問題を解決する方法

について理解し，基礎的な技能を身に付けるとともに，情報社会と人との関わりに

ついて理解できるようにする。  

・身近な事象を情報とその結び付きとして捉え，問題を知り，問題を解決するために

必要な情報と情報技術を適切かつ効果的に活用する力を養う。 

・身近にある情報や情報技術を適切に活用するとともに，情報社会に参画しようとす

る態度を養う。  

 



 

 

   ② 道徳科 

・社会の中の一員として，感謝と思いやりの心を育てる。 

・自分で決めたことに意欲的に取り組み，主体的に生きる態度を育てる。 

 

   ③  特別活動 

・望ましい集団活動を通して，心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り、集団や

社会の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的，実践的な態度を

育てる。 

・高等学校の生徒などと交流及び共同学習を行ったり，地域の人々などと活動を共に

したりする集団活動を通して生徒の経験を広め、自己実現や社会参画のための課題

を見いだし、解決に向かって取り組むことができるようにする。  

・人間としての在り方生き方についての自覚を深め，自己を生かす能力を養う。 

 

   ④ 自立活動 

・生徒一人一人の障害の状態や発達段階を的確に把握し，自立と社会参加を目指し

て， 障害による学習上または生活上の困難を主体的に改善・克服する知識，技能，

態度及び習慣を養う。 

・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。 

・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・表現する力を高

める。 

・生徒の身体の動きや意志の表出の状態等に応じて，適切な補助用具や支援機器の補

助的手段を活用し，社会生活に活かせるよう定着を図る。 

 

⑤ 総合的な探究の時間 

・日常生活や学校・地域など身近な生活の中から課題を見つけ判断し，解決する資質 

や能力を育てる。 

・学び方や考え方を身につけ，問題解決や探究活動に主体的，創造的，協働的に取り

組む態度を育てる。 

・なりたい自分と，なれる自分を自覚し，自己の生き方を考えることができるように 

する。 

 

【自立活動を主とした教育課程】 

 ① 各教科 

    ＜国語＞      

・日常生活に必要な身近な言葉が分かり，いろいろな言葉や我が国の言語文化に触れ

ることができるようにする。 

・人の言葉や話などをよく聞き，言葉による関わりを受け止める力を養い，日常生活

における人との関わりの中で，自分の思いをもつことができるようにする。 

・言葉で表すことやそのよさを感じるとともに，言葉や身ぶり，発声で伝えようとす

る態度を養う。 

    ＜社会＞ 

・活動や体験の過程において，自分自身，身近な人々，社会の特徴に関心をもつとと

もに，身の回りの生活において必要な基本的習慣に親しむ。 

・自分自身や身の回りの生活のことや，身近な人々，社会と自分との関わりについて

関心をもち，感じたことを伝えようとする。 

・自分のことに取り組もうとしたり，身近な人々，社会に関心をもち，意欲をもって

学び，よりよい生活につなげようとする態度を養う。 

 

 

 



 

 

   ＜数学＞ 

・身の回りのものに気付き，対応させたり，組み合わせたりすることなどについての

技能を身に付けるようにする。 

・身の回りにあるもの同士を対応させたり，組み合わせたりするなど，数量に関心を

もって関わる力を育む。 

・数量や図形に気付き，数学の学習に関心をもって取り組もうとする態度を育む。 

＜理科＞ 

・活動や体験の過程において，身の回りにある生命や自然に気付き，生活において必 

要な基本的な習慣や態度を身に付けるようにする。 

・自分自身や身の回りにある生命や自然に関心をもち，感じたことを伝えようとする

態度を養う。 

・身の回りにある生命や自然に関心を持ち，それらを尊重し，大切にする意欲・態度

を養う。 

＜音楽＞ 

・音や音楽に注意を向けて気付くとともに，関心を持ち，音楽表現につながる基礎を

養う。 

・音楽的な表現を楽しむことや，音や音楽に気付きながら関心や興味をもって聴くこ

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，音楽

経験を生かして生活を楽しいものにしようとする態度を養う。 

＜美術＞ 

・生活の中で様々な色，形，手触り，動きなどに気づき、変化や違いを感じる。 

・感じたこと考えたことを素材や用具を工夫して使用し，表現する力を養う。 

・いろいろな光や色の美しさなどに対する経験を通して，豊かな感性を養う。 

＜保健体育＞ 

・教師と一緒に，楽しく体を動かすことができるようにするとともに，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伝えることができるようにする。 

・簡単な合図や指示に従って，楽しく運動しようとしたり，健康に必要な事柄をしよ

うとしたりする態度を育む。 

＜職業＞ 

・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に

関心をもつ。 

・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

について関心をもち，感じたことを伝えようとする。 

・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ようとした

り，意欲をもって学ぶ態度を養う。 

＜家庭＞ 

 ・バランスのとれた栄養を自分の食形態に合わせた方法で摂食できる。 

 ・季節や気温の変化に合わせて体温調整ができる。 

 ・自分の実態に合わせて居住空間の環境を整えることができる。 

＜外国語（英語）＞ 

・外国語を用いた体験的な活動を通して，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，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。 

・外国語を通して，外国の文化などに触れ，楽しさを味わう。 

 



 

 

＜情報＞ 

 ・身近にあるコンピュータ等の情報機器の初歩的な扱いに慣れる。  

・身近にあるコンピュータ等の情報機器に触れ，体験したことなどを他者に伝える力

を養う。 

・身近にあるコンピュータ等の情報機器を活用しようとする態度を養う。 

 

② 道徳科 

・学校生活全体を通し,思いやりの心を育み，社会生活に適応し，力強く生きる態

度を育てる。 

 

   ③ 特別活動 

 ・学級・学年の枠を超えた編成で，グループ学習を行うことを通して，人と協同的に

関わる力を育む。 

 ・生徒の現在および将来的に必要な活動，生徒が主体的に行うことができる活動を学

校内外で行うことを通して，社会的自立に必要な力を育成する。 

  

④ 自立活動 

・生徒一人一人の障害の状態や発達段階を的確に把握し，自立と社会参加を目指して， 

障害による学習上または生活上の困難を主体的に改善・克服する知識，技能，態度及

び習慣を養う。 

・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。 

・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・表現する力を高 

める。 

・生徒の身体の動きや意志の表出の状態等に応じて，適切な補助用具や支援機器等の 

補助的手段を活用し，社会生活に活かせるよう定着を図る。      

 

   ⑤ 総合的な探究の時間 

・日常生活や学校・地域など身近な生活の中から課題を見つけ判断し，解決する資質

や能力を育てる。 

・学び方や考え方を身につけ，問題解決や探究活動に主体的，創造的，協働的に取り

組む態度を育てる。 

・なりたい自分となれる自分を自覚し，自己の生き方を考えることができるようにす

る。 

 

 【訪問教育】 

   ① 教育方針 

    ア  生徒の障害の状態，特性等に応じた指導を通して一人一人の全人的発達を      

図り,その可能性を最大限に伸ばすことを目指す。 

    イ  通学による教育が極めて困難と思われる生徒に対して，個々の生徒の指導      

を踏まえて学習計画を作成し、指導を週４回（1 日２時間）行うことを原則とする。 

    ウ  家族，主治医の協力を得ながらスクーリング（当該学年の授業や行事への      

参加）を取り入れる。 

    エ  保護者との連携を深め，地域社会（福祉サービス等）とのつながり，家庭      

や施設，医療機関との連携を密にする。 

   ② 教育目標 

     生徒の実態と各課程の目標に基づき計画実施 

   ③ 各教科等の指導の重点 

     ア 生活のリズムを整える。（健康の保持増進） 

        ・覚醒，睡眠のリズムを調整する。 



 

 

        ・心理的な安定を図る。 

     イ 運動機能の向上を図る。 

        ・身体，各部位の拘縮予防を兼ねた弛緩及び動作の改善を図る。 

      ウ 感覚知覚の向上を図る。 

        ・視覚，聴覚，触覚等への刺激を与えて，自発性，感受性を高める。 

      エ 生活経験を広げるため，就業生活体験等の体験的学習やスクーリングの充実を 

図る。 

     オ 周囲の人と関わる中で，意思や要求を伝える手段を広げることができる。 

 

（４）交流及び共同学習の重点 

① 他校の生徒との交流及び共同学習を通して相互理解を深め，集団参加の喜びを味わう

と共に，社会性を養い豊かな人間性を育てる。 

② 地域社会の人々と活動を共にする機会を通して，社会の一員としての自覚を培い，卒

業後の社会生活に生かせるようにする。 

 

（５）生徒指導の重点 

① 教育活動全般を通し，基本的な生活習慣の確立を図り，社会の一員としての自覚を持

ち生活できるようにする。 

② 社会的自立を目指し，自分を取り巻く人や環境に積極的に働きかけ，社会のルールを

守りながら生活できるようにする。 

③ 情報モラルを守り，情報機器等を利用できるようにする。 

 

 （６）キャリア教育の重点 

① 自立と社会参加を目指し，障害の状態や発達の段階に応じて，社会の中で自分の役割

を果たし，自分らしく生きていくために必要な能力や態度を育てる。 

② 進路学習や就業・生活体験を通して，自己の能力や適性を理解し，適切な進路選択が

できるようにする。 

③ 保護者や関係機関等と連携を密にし，希望進路の実現に向け，主体的に課題解決に取

り組む力を育てる。 

 

 （７）生涯学習への意欲を高める指導の重点 

   ① 社会教育その他様々な学習に関する情報を活用するとともに，地域における活動に参

加し，生涯を通じてスポーツや文化，芸術活動に親しむ態度を養う。 

   ② 卒業後において様々な活動に参加できるよう必要な行政や民間による支援について学

ぶ。 

 

（８）ICT 機器利活用の重点 

① 身近にある情報と情報技術及びこれらを活用して問題を知り、問題を解決する方法に

ついて理解し、基礎的な技能を身につけると共に情報社会と人との関わりについて理

解できるようにする。 

② 身近な事象を情報とその結びつきとして捉え、問題を知り、問題を解決するために必

要な情報と情報技術を適切かつ効果的に活用する力を養う。  

③ 身近にある情報や情報技術を適切に活用するとともに、情報社会に参画しようする態

度を養う。 

 

（９）安全教育の重点 

① 障害の状態を十分に把握し，生徒の健康・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。 

② 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。 

③ 特設の安全指導（交通安全指導，火災，地震における避難訓練等）を行うことにより，



 

 

事故や災害から自他の生命を守る知識、情報収集力を養う。 

 

 

  【指導形態】 

    Ⅰ課程 ： 高等学校学習指導要領に準じた教育内容を主として編成し指導する。 

    Ⅱ課程 ： 生徒の生活年齢や発達段階を踏まえて学習グループを編成して指導する。 

    Ⅲ課程 ： 個別の指導を基本とし,少人数グループを編成し指導する。 

   訪問教育 ： 当該生徒の個別目標を達成できるようにⅠ･Ⅱ･Ⅲ課程の学習内容を踏まえ

て指導する。 

 

各課程共通 ア 自立活動の指導は,学校の教育活動全体を通して行う「自立活動の指導」及

び授業時間を設けて行う「自立活動の時間における指導」を実施する。 

      イ 道徳科は特設せず学校の教育活動全体を通して指導する。 

      ウ 就業・生活体験は,総合的な探究の時間として扱う。 

      エ 特別活動は,全児童生徒が一斉に活動できるよう時間割編成を配慮する 

 

 

 

 

 

 


