は じ め に
本書は，平成18～19年度課題別研究「知的障害者の確かな就労を実現するための指導内容・方
法に関する研究」の成果を研究報告書としてまとめたものです。
本研究所では， これまで知的障害のある生徒の社会的自立や職業教育等に焦点を当てた研究
として，「中度精神薄弱児の社会自立を促す条件の分析とその実践的研究」
（昭和62年～平成３
年），「社会的自立を促すための指導内容・方法に関する研究」
（平成４年～８年）
，
「知的障害養
護学校における卒業生の支援に関する研究」
（平成９年～11年）
，
「知的障害養護学校における職
業教育と就労支援に関する研究」
（平成12年～15年）などに取り組んできましたが，本研究は，
これらの研究の発展研究として位置付け取り組んできたものです。
知的障害教育においては，従来から児童生徒が自立し社会参加するための生きる力を育成する
ために，実際的，総合的に将来の生活に必要な基礎的知識，技術，態度を育てる職業教育を教育
課程の中心に位置付け，あわせて児童生徒が自らの生活や進路などについて学ぶ進路学習などの
実践をとおして，指導の充実を目指してきたところです。
今日，卒業後の職業的な自立の推進や地域生活の一層の充実を目指し，障害者福祉施策，障害
者雇用施策等が強化され，学校と福祉，労働等の関係機関と一体となった移行支援が推進されて
いますが，このためには早期からの一貫性，系統性のある職業教育，進路指導の更なる充実を図
ることが必要です。
また，平成18年１月に出された「教育改革のための重点行動計画」にキャリア教育の充実の必
要性が示され，変化の著しい今日の社会における「生きる力」を育てる観点から，児童生徒の勤
労観，職業観を育む教育の改善，充実を一層重視することが大切であると考えられます。
本研究では，このような動向を踏まえ，知的障害教育におけるキャリア教育の充実を図ること
を目的とした，知的障害のある児童生徒の「キャリア発達段階・内容表（試案）
」を作成しました。
この「キャリア発達段階・内容表（試案）
」は，特別支援学校（知的障害）や知的障害特別支援
学級等に在籍する児童生徒の早期からの一貫性，系統性のあるキャリア教育を推進するための枠
組みであり，各学校，地域における実践に活用され検証されていくことを期待するものです。
本研究成果報告書をご活用いただき，実践にかかわる様々な情報やご意見をいただければ幸い
です。
平成20年３月
研究代表者
国立特別支援教育総合研究所
教育支援研究部 総括研究員

木村

宣孝

「知的障害者の確かな就労を実現するための指導内容・方法に関する研究」
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研究の目的・内容・実施状況
１

研究の背景と目的

知的障害教育における職業教育は，学校卒業後における職業人・社会人として自立し社会参加す
るために必要な知識，技術及び態度の基礎を身に付けることをねらいとし，作業学習，産業現場等
での実習，進路指導及び進路学習等により行われてきている。今日，障害のある人々の職業的な自
立の推進の観点から，障害者雇用施策が強化され，障害のある人々の雇用機会の拡充に向けて福祉，
教育，労働がこれまで以上に連携を深め，適切な役割分担のもと就労支援ネットワークの構築と充
実が求められている。
また，平成11年12月の中央教育審議会答申「初等中等教育と高等学校との接続の改善について」
において「キャリア教育」の実施の必要性が提言されて以来，
「キャリア教育」に関連した様々な
内容が取り上げられ，
「教育改革の重点行動計画」に位置付けられるようになってきた経過がある。
これらの現状を踏まえ，今後の知的障害教育における職業教育，進路指導の充実を図る視点から，
これまでの知的障害教育における職業教育，進路指導の概念を「キャリア教育」の視点から整理し，
知的障害のある児童生徒の早期からの「勤労観，職業観の育成」を図る観点から，小学部，中学部，
高等部の各教科等で示されている目標，内容の系統性等に基づき，キャリア教育としての目標と内
容の構造化を図る試み（知的障害教育における「キャリア発達段階・内容表（試案）
」の作成）を
行うこととした。
「キャリア発達段階・内容表（試案）
」は，特別支援学校（知的障害）及び知的障
害特別支援学級等における系統的なキャリア教育を推進するための指標として，今後の実践におい
て検証されていくことを期待するものである。

２

研究体制（研究協力者，協力機関，研究分担者，研究研修員）
○研究協力者

大南
竹林寺

英明（帝京大学

中村

○研究協力機関
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－－

○研究研修員

３

内田

俊行（企画部
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研究の内容

「キャリア発達段階・内容表（試案）
」の作成に当立って，以下の事項について整理し，検討を行った。
（１）日本の教育施策におけるキャリア教育の位置付け（国立教育政策研究所生徒指導研究セン
ター等の研究）
（２）知的障害者を教育する特別支援学校の各教科の目標，内容の系統性
（３）Paul Wehman & John Fregel の「小学校，中学校，高等学校において特別な教育的ニーズ
を必要とする児童生徒の機能的カリキュラム」
（Cheryl Hanley-Maxwell & Collet-Klingenberg
「学校が有するべき職業的カリキュラム」
）
（４）研究協力校における職業教育，進路指導等に関する実践及びキャリア教育に関する先行研究等

４

研究の実施状況

（１）文献等による研究
①日本の教育施策におけるキャリア教育の位置付け研究成果の整理
・職業教育及び進路指導に関する基礎的研究，中央教育審議会答申，国立教育政策研究所生徒
指導研究センター調査研究報告書，キャリア教育の推進に関する総合的調査研究協力者会議
報告書等
②Paul Wehman & John Fregel の「小学校，中学校，高等学校において特別な教育的ニーズを
必要とする児童生徒の機能的カリキュラム」
（Cheryl Hanley-Maxwell & Collet-Klingenberg
「学校が有するべき職業的カリキュラム」
）の整理
③知的障害者を教育する特別支援学校の各教科の目標，内容におけるキャリア教育関連事項の整理
（２）研究協力校訪問
①平成18年度 （各協力校２回訪問）
・研究協力校における職業教育・進路指導の実施状況と成果，課題に関する情報収集
②平成19年度 （各協力校２回訪問）
・各校におけるキャリア発達段階・内容表（試案）を活用した進路指導計画，授業計画等に関
する協議
・実践事例のまとめに関する協議
（３）研究協議会
①平成18年度 （２回実施

７月，３月）

・研究の目的・趣旨に関する協議
・研究協力校における職業教育，進路指導に関する実践交流と協議
・知的障害教育における「キャリア発達段階・内容表（試案）
」作成の意義，及び活用方法の検討
・「キャリア発達段階・内容表（試案）
」の枠組みの検討
②平成19年度 （２回実施

７月，12月）

・研究協力校における職業教育・進路指導に関する成果，課題の整理
・キャリア発達段階・内容表（試案）の構造，観点，内容の検討
・研究のまとめ
－－

第

一

章

第一章
１

知的障害教育における職業教育，進路指導とキャリア教育

知的障害教育の基本理念と職業教育，進路指導，就労支援

特別支援学校学習指導要領解説－各教科，道徳，特別活動編－（平成12年３月）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基本について解説されているが，この中で次の記述
がある。
③

社会生活能力の育成を教育の中心的な目標とし，身辺生活・社会生活に必要な知識，技能及
び態度が身に付くよう指導する。

④

職業教育を重視し，将来の生活に必要な基礎的な知識や技能を育つようにする。

知的障害は，知的機能の遅れと適応行動の困難性により規定される障害であるが，特に教育に
おいては，上記③にあるように社会生活能力の育成，言い換えると適応行動の困難性を改善し，
自立し社会参加するために必要な知識や技能などを身に付けることを目的とするものである。上
記④で示されている職業教育はその根幹をなすものであり，小，中，高等部の12年間の教育全体
において系統的に取り組むべき重点と認識する必要がある。
また，第２章でも述べるが，我が国における障害者雇用施策はますます強化されてきており，
学校は福祉， 労働等の関係機関と一体となった生徒の就労支援の展開に力点が置かれるように
なってきている。特別支援学校（知的障害）及び知的障害特別支援学級の在籍児童生徒数が増加
の一途をたどっている今日，就労支援にかけるエネルギーの増大もまた予想されるところである。
自立し社会参加するための「生きる力」
，とりわけ「職業的な自立の推進」に重点が置かれる
今日の就労支援において，生徒の就職率の向上（雇用側からみると法定雇用率の達成）は極めて
重要なテーマであるが，その評価は12年間の教育の成果と関連づけて行う必要がある。なぜなら
職業教育・進路指導と就労支援は表裏一体の関係にあるからである。就労支援への力点のシフト
は，同時に教育内容・方法の更なる改善・充実への取組であるととらえる必要がある。
これまで知的障害教育で行われたきた職業教育は，先に述べたように，この教育の中核的な概
念である。職業教育を推進するために，中学部においては教科「職業・家庭」
，高等部において
は普通教科「職業」
，専門教科「農業」
，
「工業」
，
「家政」
，
「流通・サービス」が設けられ，教育
方法としては知的障害の学習上の特性を踏まえた作業学習や産業現場等での実習を中心に行われ
ている。
また，進路指導については，生徒が自分自身の能力や適性を理解し，進路先である事業所や作
業所での職業生活についての認識を深め，自分と職場（職業）との適合性を考慮しながら進路先
を主体的に選択できるように支援するため，
「進路学習」が取り上げられるようになってきてい
る。
以下に，知的障害教育における職業教育，進路指導，知的障害特別支援学級及び特別支援学校
（知的障害）の進路動向等について概観し，我が国におけるキャリア教育の位置付けの確認のも
と，知的障害教育におけるキャリア教育について整理したい。

２

知的障害教育における職業教育

（１）職業教育とは
一般に，職業教育では，特定の職業に就くために必要な知識・技能及び態度を身に付けること
－－

を目指すが，知的障害者に対する教育においては，従来から将来の社会参加を目指し，社会人や
職業人として必要とされる一般的な知識・技能及び態度の基礎を身に付けるようにすることが重
視されている１）。このため，特別支援学校（知的障害）においては，生徒，学校及び地域の実情
等を考慮して，一人一人の課題に応じた具体的な場面を設定し，実際的な活動を通して総合的に
学習する作業学習や現場実習が指導の中心となっている。
なお，特別支援学校（知的障害）における職業教育に関する各教科の内容として，中学部段階
においては，明るく豊かな職業生活や家庭生活が大切なことに気付くようにするとともに，職業
生活及び家庭生活に必要な基礎的知識と技術の習得を図り，実践的な態度を育てることを目標と
した教科「職業・家庭」がある。
高等部段階では普通教育に関する各教科，専門教育に関する各教科がある。普通教育に関する
各教科等における職業教育には， ①勤労の意義について理解するとともに， 職業生活に必要な
能力を高め，実践的な態度を育てることを目標とした教科「職業」
，②明るく豊かな家庭生活を
営む上に必要な能力を高め，実践的な態度を育てることを目標とした教科「家庭」
，及び③コン
ピュータなどの操作の習得を図り，生活に必要な情報を適切に活用する基礎的な能力や態度を育
てることを目標とした教科「情報」がある。
また，専門教育に関する各教科等における職業教育には，①家庭に関する基礎的・基本的な知
識と技術の習得を図り，生活に関連する職業の意義と役割の理解を深めるとともに，生活に関連
する職業に必要な能力と実践的な態度を育てることを目標とした教科「家政」
，②農業に関する
基礎的・基本的な知識と技術の習得を図り，農業の意義と役割の理解を深めるとともに，農業に
関する職業に必要な能力と実践的な態度を育てることを目標とした教科「農業」
，③工業に関す
る基礎的・基本的な知識と技術の習得を図り，工業の意義と役割の理解を深めるとともに，工業
に関する職業に必要な能力と実践的な態度を育てることを目標とした教科「工業」
，そして，④
流通やサービスに関する基礎的・基本的な知識と技術の習得を図り，それらの意義と役割の理解
を深めるとともに，流通やサービスに関する職業に必要な能力と実践的な態度を育てることを目
標とした教科「流通・サービス」がある。
特別支援学校（知的障害）における実際の指導では，多くの場合，領域・教科を合わせた指導
としての作業学習において，先に述べた教科の内容を含み，指導が行われているところである。
なお，我が国の特別支援学校（知的障害）高等部に設置されている学科の多くは普通教育を主と
する学科（普通科）であるが，専門教育を主とする学科（職業学科）を設置する学校も次第に増
えている。
（２）職業教育の現状認識
中央教育審議会答申「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」
（2005）におい
ては「特別支援教育の理念と基本的な考え方」について次のように述べられている。
「我が国が目指すべき社会は，障害の有無にかかわらず，誰もが相互に人格と個性を尊重し支
え合う共生社会である。その実現のため，障害者基本法や障害者基本計画に基づき，ノーマライ
ゼーションの理念に基づく障害者の社会への参加・参画に向けた総合的な施策が政府全体で推進
されており，その中で，学校教育は，障害者の自立と社会参加を見通した取組を含め，基本的な
役割を果たすことが求められている。
」
社会への参加・参画として注目されるのは特別支援学校卒業後の進路であり，そのための職業
－－

教育の推進が「学校教育が果たすべき基本的な役割」のうち最も重要な取組といえる。しかし，
知的障害特別支援学校高等部卒業者の進路状況などで示すとおり，高等部全卒業者に占める就職
者の割合は減少傾向にあり，職業教育のより一層の推進が必要である。
そのような中，先の答申を受ける形で同審議会は，
「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び
特別支援学校の学習指導要領等の改善について（答申）
」
（2008）を示し，この中で，特別支援教
育の課題の一つとして，
「特別支援学校卒業者の企業等への就職は依然として厳しい状況にあり，
障害者の自立と社会参加を促進するため，企業や労働関係機関等との連携を図った職業教育や進
路指導の一層の改善が求められている」ことを挙げている。
そして，その改善の具体的事項として，
「知的障害のある子どもに対する教育を行う特別支援
学校の各教科について」は，
「高等部において，生徒の実態や卒業後の就労の状況等を踏まえた
職業教育を一層推進する観点から，福祉に関する基礎的・基本的な内容で構成する新たな専門教
科として『福祉』を新設する」こととしている。また，
「職業に関する教科等について」は，
「高
等部の専門教科については，社会の変化や時代の進展，近年の障害者の就労状況などを踏まえ，
必要な見直しを行う」とともに，
「職業に関する教科については，現場実習等の体験的な学習を
一層重視すること，地域や産業界との連携を図り，企業関係者など外部の専門家を積極的に活用
することを明確にする」ことを示している。さらに，
「指導方法等の改善について」では，
「幼稚
部の留意事項や小・中・高等部の各教科の配慮事項について，障害の特性や子どもを取り巻く社
会の状況の変化等を踏まえた見直しを行う」こととしている。
今後の職業教育の充実については，学習指導要領の改訂を柱とした指導の改善が必要不可欠で
ある。

３

知的障害教育における進路指導

進路指導の意義については先に述べたとおりであるが，職リハ用語集第２版２） によれば，
「進
路指導とは，学校において生徒・学生の能力・適性・希望等が生かせるよう，卒業後の進路につ
いて教師が指導・助言を行うことをさす教育用語」とある。そうした進路指導の実践は，
「進路
先決定指導」や生徒一人一人の適性と進路や職業・職種との適合を主な指導としたものが多い。
それは，キャリア発達の観点からの広義の進路指導ではない。社会への移行を踏まえた狭義の進
路指導は，中学校特別支援学級や特別支援学校中学部，高等部で実施されている。実際の進路指
導は，進路学習と個別の教育支援計画に基づく本人・家族・学校だけではなく，地域の福祉事務
所，ハローワークや地域職業センター，障害者就業・生活支援センター等のとの連携も含めた進
路相談，現場実習などの機能的なつながりのもと実施されている。ここでは，当研究所の一般研
究（平成12年度～平成15年度）
「知的障害養護学校における職業教育と就労支援に関する研究」３）
による調査結果からの知見等もふまえて，知的障害教育における進路学習と現場実習を中心に述
べることとする。個別の教育支援計画立案や進路相談のための地域連携や雇用施策については，
「第二章

今日の障害者雇用施策と今後の課題」の頃で述べる。

（１）進路学習
進路学習は，進路指導における中心的内容となるもので，生徒が自分自身の能力や適性を理解
し，進路先である事業所や作業所での職場生活についての認識を深め，自分と職場との適合性を
考慮しながら進路先を主体的に選択できるように支援するものである。
－－

進路学習は，進路に関わる情報提供・啓蒙活動，進路相談，授業としての進路学習に分けられ
るが，機能的には互いに重複する部分がある。
進路学習の実態について先に実施した調査３） によれば，どの学校でも多様な機会を設けて進
路学習に取り組んでいた。職業学科，普通科コース制，普通科の校種ごとに進路学習の進め方に
違いがあるが，どの校種においても，産業現場等における実習（現場実習）との関連づけによる
ものが多い。職業学科では約60％，普通科コース制では約80％，普通科では約70％がこうした進
め方をしている。現場実習の前後に事前，事後指導を行い，就業体験を通じて実際の職場で働く
ことを実感させ，主体的な進路選択につなげていこうとするものである。次に多くみられるのが，
作業学習の中で進路学習を進めていくものである。職業学科では約40％，普通科コース制では約
50％，普通科では約25％となっている。普通科での位置付けの違いが見られる。また，進路学習
の特設は，どの校種でも３分の１程度で行われていた。その単元は，①働くことの理解，②卒業
後の生活の理解，③自分の理解と将来の選択，④現場実習の理解に大別される。進路学習にかけ
る年間時間は，職業学科では平均56時間（最少５時間，最多430時間）
，普通科コース制では平均
27時間（最少６時間，最多70時間）
，普通科では平均37時間となっているが，その時間には，現
場実習や作業学習の時間も含まれているものと思われる。
本研究の研究協力校の実践を例に挙げると，北海道伊達高等養護学校では，進路学習として生
活単元学習での般化と知識の応用，総合的な学習の時間による自己理解を行い，現場実習へとつ
なげている。さらには，資格取得の学習とホームヘルプ実習の組み合わせもみられる。また，千
葉県立特別支援学校流山高等学園では，将来の働く生活の中で必要とされる基本的な力の育成を
目指した教科学習と， 総合的な学習の時間を一人一人が自らの「Step」 を乗り越えながら次の
「Stage」へと進むための学習と位置付けた「ST学習」として，両者を組み合わせて実施している。
基礎・基本のステージを教科別，領域別の指導で実施し，総合・実践のステージを総合的な学習
の時間で実施する。それらをつなぐ視点は，キャリア発達の視点であり，社会生活のために，社
会自立と職業自立を目指している。東京都立南大沢学園養護学校では，企業就労，職業自立を目
的にした教科学習や作業学習を中心とした進路学習が実施されている。その特徴は，企業等アド
バイザー事業の導入による作業学習等指導内容の向上と就労促進，就労サポーター事業による職
場開拓による現場実習，自己の適性理解と主体的な進路選択・決定を目指した多様なインターン
シップの実施，さらには，全員が就労するために地域関係機関と連携などが行われている。
（２）現場実習
進路学習を社会への移行につなげるための重要な取組が，産業現場等での実習（現場実習）で
ある。現場実習は，学校における教育活動を「生きること」や「働くこと」とつなぐための重要
「学校生活と職業生活は多くの面で異なっている。このた
な取組といえる。吉田（2001）４） は，
め生徒が職業生活への円滑な移行を促すために，企業や作業所等の産業現場等において実際的な
学習を行っている」と述べている。
現場実習について先に実施した調査３） によれば，一定期間に全生徒が一斉に行う学校は，高
等部１年生で約50％，２年生で約75％と比較的多くの学校で行われ，個別の現場実習を行う学校
は，１年生では約10％，２年生では約25％と少なくなっている。その期間は，最初の現場実習で
平均9日間となっており，全ての生徒に対して，引率指導を行っている学校は約20％，全ての生
徒に巡回指導をしている学校は約50％である。また，こうした現場実習等の準備を含めた業務を
－－

行う進路指導専任教員は，約80％の学校で配置され，それらの学校の90％以上が進路指導担当者
の専任制を良いと評価しているのに対し，専任がいない学校の約60％は専任制を良くないと評価
している。
本研究の研究協力校の例としては，京都市立白河総合支援学校では，総合支援学校デュアルシ
ステムとして，学校での進路学習と企業等での現場実習を並行した形態で実施している。それは，
キャリアプランに基づく支援計画（個別の指導計画と個別の教育支援計画とを分けずに包括した
もの）が，学校と産業現場等をつなぐツールとして卒業後も含めて機能している。沖縄県立名護
養護学校では，沖縄本島北部地域唯一の特別支援学校として，幼稚部，小学部，中学部，高等部
が設置されている。地域の保育園，幼稚園，小学校，中学校，高等学校等の支援や教育事務所と
福祉・医療・労働等の行政・関係機関とのセンター的機能の中核として機能している。そうした
機能を活かした現場実習が，地域の関係機関等との連携のもと，学校単独では実施が難しい就労
継続支援事業と連携した企業内作業実習が行われている。

４ 中学校特殊学級， 知的障害養護学校中学部， 高等部卒業者の進路動向（1988～
2006）
以下， 中学校特殊学級， 知的障害養護学校中学部， 高等部卒業者の進路動向について概観す
る。もとにしたデータは，1988～2006年の文部科学省（旧文部省）の特別支援教育資料（旧特殊
教育資料）に基づき，養護学校中学部・中学校特殊学級卒業者については，
「進学者」
，
「教育訓
練機関等入学者」
，
「就職者」
，
「児童福祉施設・医療機関入所者」
，
「その他」のカテゴリー，高等
部（本科）卒業者については，
「進学者」
，
「教育訓練機関等入学者」
，
「就職者」
，
「社会福祉施設・
医療機関入所者」
，
「その他」のカテゴリーとした。
（１）中学校特殊学級卒業者（全体）の進路（図１）
2006年の中学校特殊学級の卒業生（全障害種を含む）は10,136人で，内訳は高等部へ6,569人，
高校等へ2,586人，教育訓練機関等へ322人，就職者195人，児童福祉施設・医療機関・その他が
464人となっている。 高等部への進学者は1988年の3,958人から2006年には6,569人になり， 約1.6
倍に増加している。これに対して，教育訓練機関等，就職，児童福祉施設・医療機関は減少し
ている。教育訓練機関等は1988年に1,138人だったが，2006年には322人になり，福祉・医療機関
は1988年に1,231人だったが2006年には464人に減少している。就職者は1988年には2,845人だった
が，2006年には195人に減少している。特殊学級卒業生の進路は，全体として高等部や高等学校
等への進学が90％を占め，進学傾向が強まっている。特殊学級在籍者のうち，知的障害が67.4％
（2006年5月現在）であり，進学者のうち約7割が高等部であることから，知的障害養護学校への
進学者が増加しており，その背景には高等部の設置が進んだことが考えられる。
（２）知的障害養護学校中学部卒業者の進路（図２）
2006年の知的障害養護学校中学部卒業者4,933人の進路状況は，進学者のうち高等部へは4,780
人，高校等へは19人，児童福祉施設・医療機関入所者は74人で，医療訓練機関等は11人となって
いる。卒業者数は1988年に5,775人だったが1999年に4,162人まで減少し，その後上昇に転じてい
る。進学者は年々増加し，特に高等部への進学者は，2006年では全体の96.9％を占めている。進
学者が増えているのに対して，児童福祉施設・医療機関，就職，教育訓練機関等，その他は減少
－－

している。 児童福祉施設・ 医療機関は1988年は1,331人だったが，2006年には74人に減少してい
る。1988年に63人だった就職者は2001年以降，一桁台が続いている。養護学校中学部卒業生のほ
とんどは，高等部へ進学していると言える。

12000
（人） 11353 11272
1231

1185

10000

10372
10189
1134

985

10136

9380 9532
842

2845

823

2823

8000

9781
8951
775

2461

2428

8346
7946

700

1725
2050

8229

1346

8126
7795

647

557

886

738

574

509
618

1072
1138

1066

761
910

907

752
641

815

6000

549

477

2181

1840

399

372

9248

509

543

240
332

227
369

2579

2330

6121

6260

8284

559

579

324
317

287
356

293
337

464
195
322

2586

2171

373
1956

1688

1639
2021

1751

427

588

489
1809

1942

7839

8018

9695

509

1850

1684

1531

1640

1801

1599

4000

5904

2000

3958

4256

4116

4029

3989

4202

4228

4285

4224

4412

4648

4703

5046

5190

6569

5374

0
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
高等部

高等学校等

図１

教育訓練機関等

就職

児童福祉施設・医療機関・その他

中学校特殊学級卒業者の進路（全障害種を含む。
）

－－

（年）

7000
(人)

6000

5775 5717

5595

5325
4965

5000

4794
4520

4895 4825

4933

4657

4780

4592
4410 4215

4149 4226 4162 4278 4241

4396

4000

3000

2000
3597

3612

3740

3682

3591

3571

3486

3574

3516

3591

3808

3826

3998

4008

4149

4401

4622

1000

0
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
高等部

高等学校等

図２

児童福祉施設・医療機関

就職

教育訓練機関等

その他

(年)

知的障害養護学校中学部卒業者の進路

（３）知的障害養護学校高等部卒業者の進路（図３）
2006年の高等部の卒業者は10,615人で，進学は77人，教育訓練機関等は327人，就職は2,688人，
社会福祉施設・医療機関へ6,227人，その他が1,296人となっている。1988年に5,473人だった高等
部の卒業者数は，1995年・1996年に一時的に減少したが，その後増加を続け2006年には１万人を
超え，ほぼ倍増していることになる。特に1997年から2006年までの増加が著しい。進学者につ
いては1988年は34人だったが，2006年には77人になり，わずかだが増加している。教育訓練機関
等は1993年から増加し続けている。 就職者は，1993年の2,965人をピークに2002年まで減少して
いたが，その後増加に転じている。特に2005年から2006年にかけては約400人増加している。社
会福祉施設・医療機関は1988年と2006年で比較すると，約5,000人増加している。卒業者全体に
占める割合は，1988年に22.6％だったのが，1997年には53.5％，2006年では58.7％となっている。
高等部卒業者の進路は，社会福祉施設・医療機関入所者の占める割合が増えていると言える。
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（４）知的障害養護学校中学部，高等部，中学校特殊学級卒業者の就職者数（図４）
中学部， 高等部， 特殊学級からの就職者総数は，1991年の5,378人をピークに減少し，2002年
には2,358人となり約3,000人減少している。その後上昇に転じ，2006年には2,889人となっている。
高等部からの就職者数は1988年と2006年を比較すると約600人増加している。就職者数の減少が
最も大きいのは中学校特殊学級で1988年に2,845人だったのが，2006年には195人と約2,600人減少
している。折れ線グラフ（右軸を単位とする）は，有効求人倍率を表している。いわゆるバブル
経済のピークである1990年から，バブルの崩壊に伴い求人倍率も低下したが，長期の景気回復過
程の中で2003年以降上昇している。養護学校，特殊学級からの就職者総数も，この景気動向に影
響を受けていると考えられる。
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（５）知的障害養護学校高等部卒業者の職業別就職者数（図５）
職業別分類がこのカテゴリーになった1987年からのデータを基にしている。2006年は「製造・
制作」1,002人，
「サービス」703人，
「販売」275人，
「採掘・ 建設・ 労務」314人，
「運輸・ 通信」
68人，「農林漁業」60人，
「事務」56人，
「専門・技術」29人が主なものとなっている。
「製造・製
作」は1992年には2,017人だったが，2006年では1,002人となり，約半数となっている。
「農林漁業」
も減少傾向にある。これに対して増加傾向にあるのが，
「サービス」
「販売」
「専門・技術」
「事務」
「運輸・通信」
「採掘・建設・労務」などである。1987年と2006年とで比べると，
「サービス」は
306人から703人へ，約2.3倍，
「販売」は53人から275人へと約５倍，
「採掘・建設・労務」も約2.5
倍となっている。折れ線グラフは「事務」
「専門・技術」
「運輸・通信」を表している。これらの
業種は，全体に占める割合はまだ低いが，2000年頃から増加の傾向が見られる。
「サービス」は
2001年から急激な伸びが見られる。特に増加の傾向が顕著なのが「事務」で，2004年から2005年
にかけて大きく伸びている。1987年では全体の62％を「製造・制作」が占めていたが，2006年で
は37.2％となり，それに変わって「サービス」
「販売」
「専門・技術」
「事務」
「運輸・通信」
「採掘・
建設・労務」などの業種も増えてきており，多様化の傾向にあると言える。
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我が国におけるキャリア教育の位置付け

（１）我が国におけるキャリア教育の位置付けの経緯
「キャリア教育」という文言が，わが国における教育施策の審議等の中で用いられるようになっ
たのは平成11年12月の「初等中等教育と高等教育との接続の改善について」
（中央教育審議会答
申）が最初であるとされている。この答申において，学校教育と職業生活の接続の改善のための
具体的方策として「キャリア教育を小学校段階から発達段階に応じて実施する必要がある」こと
が指摘された。
「キャリア教育」については，
「望ましい職業観・勤労観及び職業に関する知識や
技術を身に付けさせるとともに，自己の個性を理解し，主体的に進路選択する能力・態度を育て
る教育」と意義づけ，その実施に当立っては，
「家庭・地域と連携し，体験的な学習を重視する
とともに，各学校ごとに目標を設定し教育課程に位置付けて計画的に行う必要がある。また，そ
の実施状況や成果については，絶えず評価を行うことが重要である」５）としている。
この答申に先立って，仙崎武氏を代表とする職業教育・進路指導研究会が文部省委託調査研究
として平成10年３月に最終報告を行った「職業教育及び進路指導に関する基礎的研究」がある。
この研究は，21世紀に対応する新たしい教育の在り方，特に学校における職業教育・進路指導の
ねらいや内容・方法等の改善・充実をどのように推進するかという教育課題に対応して取り組ま
れた研究である。本研究の成果は，以降の行政施策の検討や，後述する国立教育政策研究所生徒
指導研究センターにおける研究の理論的基盤となっており，欧米における職業教育の分析に基づ
いて，今後の我が国における職業教育の在り方の方向性や，キャリア発達プログラムの構造化モ
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デルの検討に基づいた進路指導の在り方等について報告している。
（２）キャリア教育の定義と学習プログラムの枠組みの提案
前述した基盤研究及び施策としての位置付け等を受け，我が国のキャリア教育概念及び指導計
画作成のための系統的な指標（枠組み）が形成されることとなる。
以下に，国立教育政策研究所生徒指導研究センター及びキャリア教育の推進に関する総合的調
査研究協力者会議報告の概要と，キャリア教育推進上の概念として整理された事項を挙げる。
ア

国立教育政策研究所生徒指導研究センターにおける研究
国立教育政策研究所生徒指導研究センターは，児童生徒の進路・発達をめぐる環境の変化及び

児童生徒の職業観・勤労観の現状を調査により分析し，職業観・勤労観を育む教育の意義及び今
後の進路指導の在り方について提言している６）。同センターでは，各種の調査結果に基づき，情
報化等が進む激しい時代の変化の中で生きる児童生徒の実態として「子どもたちは自己実現や
『やりたいこと』
，職業・職種等へのこだわりを強めてはいるものの，自己の能力・適性及び職業
の実際などについて不十分にしか把握できない状況に置かれている」ととらえ，
「職業観・勤労
観は，単に生き方や進路選択の基準としてではなく，自立した個人として他者と協働して生きて
いくため，すべての子どもたちが身に付けておかなければならない最低限の力ともいうべき性格
をもっている。
」とし，職業観・勤労観の育成がこれからの教育において極めて重要な視点であ
ることを指摘している。
同センターでは，職業観・勤労観を育む教育の意義を明確にするため，
「職業観・勤労観」を
以下のように定義している。
「職業観・勤労観」は，職業や勤労についての知識・理解及びそれらが人生で果たす意義や役
割についての個々人の認識であり，職業・勤労に対する見方・考え方，態度等を内容とする価値
観である。その意味で，職業・勤労を媒体とした人生観ともいうべきものであって，人が職業や
勤労を通してどのような生き方を選択するのかの基準となり，また，その後の生活によりよく適
応するための基盤となるものである。

職業観・勤労観の育成に当立っては，各学校が全教育活動を通じて教育計画を作成することが
重要であるとし，そのための指標として「職業観・勤労観を育む学習プログラムの枠組み（例）」
を開発している。この学習プログラムの枠組みでは，職業的（進路）発達段階と職業的（進路）
発達課題を小学校，中学校，高等学校ごとに整理し，同時に，小学校の低・中・高学年，中学
校，高等学校の段階において身に付けることが期待される職業的（進路）発達にかかわる諸能力
を「人間関係形成能力」
，
「情報活用能力」
，
「将来設計能力」
，
「意思決定能力」の４領域から具体
的に示している。今日，この学習プログラムの枠組みを参考にしながら教育計画の改善に取り組
んでいる学校が多数みられ，我が国におけるキャリア教育を推進していくための指標として極め
て価値の高い研究であると考えられる。
イ

キャリア教育の推進に関する総合的調査研究協力者会議報告
本協力者会議は，我が国における「キャリア教育」の基本的な方向について検討・審議するこ

とを目的として設けられ，平成16年１月にその報告が出された。先に紹介した「初等中等教育と
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高等教育との接続の改善について」の答申以降，
「キャリア教育」という包括的な概念の共通理
解が必ずしも形成されにくかった状況を踏まえ，
「キャリア」及び「キャリア教育」の概念整理
に取り組んだのである。
本協力者会議では，今日の就職・就業をめぐり激変する社会環境や若者自身を資質をめぐる課
題，児童生徒の成長・発達上の課題，高学歴社会におけるモラトリアム傾向等の社会様相を指摘
しつつ，「キャリア」概念が時代の変遷とともに変化し，解釈・意味付けが極めて多様であるこ
とを踏まえた上で，
「キャリア」とは，個々人が生涯にわ立って遂行する様々な立場や役割の連鎖及びその過程に
おける自己と働くことの関係付けや価値付けの累積

としている。「キャリア」は，
「個人」と「働くこと」との関係の上に成立する概念であり，個人
がその職業生活，家庭生活，市民生活等の全生活の中で経験する様々な立場や役割を遂行する活
動として幅広くとらえたのである。
また，キャリア教育については，先述したキャリア概念に基づき，
「キャリア教育」は，
「キャリア」概念に基づき「児童生徒一人一人のキャリア発達を支援し，
それぞれにふさわしいキャリアを形成していくために必要な意欲・態度を育てる教育」ととら
え，端的には「児童生徒一人一人の勤労観，職業観を育てる教育」

と定義している。
キャリア教育は，
「一人一人のキャリア発達や個としての自立を促す観点から，従来の教育の
在り方を幅広く見直し，改革していくための理念と方向性を示すもの」であり，児童生徒の全人
的な成長，発達を促す取組を積極的に進め，そのためには，各学校の教育課程編成の在り方を見
直し，各領域の関連する諸活動を体系化して計画的，組織的に実施することが必要であるとして
いる。
同報告では，キャリア教育と進路指導及び職業教育との関係について，共に「キャリア教育の
中核をなすもの」 と述べている。 進路指導については，
「進路決定の指導」 や「出口指導」
，ま
たは，生徒一人一人の適性と進路や職業・職種との適合を主眼とした指導になりがちであったこ
と，また，職業教育においては，専門的な知識・技術を習得させることのみに重点が置かれがち
であったことなどの課題認識に立って，キャリア教育の視点からこれらの指導の充実を図ること
の必要性を指摘している。

６

特別支援教育におけるキャリア教育

（１）特別支援教育とキャリア教育
国立教育政策研究所生徒指導研究センターの研究及びキャリア教育の推進に関する総合的調査
研究協力者会議報告では，障害のある児童生徒の教育には言及していないが，特別支援教育は，
学校教育法等の一部を改正する法律（平成18年６月21日公布，平成19年４月１日施行）において，
幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校のすべてにおいて行う教育であることが明
記され，また，特別支援学校学習指導要領に示される各学部の教育目標は，基本的には幼稚園，
小学校，中学校，高等学校の教育目標と同一であることから，キャリア教育の概念は特別支援学
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校においても同様である。
しかし，特別支援学校は，「障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要
な知識技術を授けることを目的とする」
（学校教育法－平成19年６月改正）教育を行うことから障害

の特性に応じた教育内容と方法が必要であり，この点において特別支援教育におけるキャリア教
育の在り方を問うことになる。今後は特別支援教育においてもキャリア教育概念を整理するとと
もに，各障害の特性に応じたキャリア教育の具体的な推進方策を検討していくことが必要であろ
うと考える。
（２）特別支援学校（盲・聾・養護学校）学習指導要領（平成11年）においてキャリア教育に関
連が深いと考えられる事項
平成11年３月に告示された特別支援学校（盲学校，聾学校及び養護学校）学習指導要領は，各
学校がゆとりの中で特色ある教育を展開し，幼児児童生徒が豊かな人間性や基礎・基本を身に付
け，個性を生かし，自ら学び自ら考える［生きる力］を培うことを基本的なねらいとして改訂さ
れた。この，改訂の基本方針の中には，幼児児童生徒の障害の重度・重複化や社会の変化等を踏
まえ，一人一人の障害の状態等に応じたきめ細かな指導を一層充実する観点から，障害の重度・
重複化への対応，早期からの適切な対応，職業的な自立の推進等が挙げられている。
この学習指導要領においてキャリア教育に関連する事項のいくつかを挙げる。
①総合的な学習の時間
総合的な学習の時間は，現行の学習指導要領がねらう「自ら学び自ら考える［生きる力］
」を
育てるための中核的な指導として新たに設けられたものである。
総合的な学習の時間は，学校で学ぶ知識と生活との結び付き，知の総合化の視点を重視し，各
教科等で得た知識や技術等が学習や生活において生かされ総合的に働くようにすることをねらい
としているものであり，児童生徒のキャリア発達を促す学習活動として重要な意義を有する指導
ととらえることができる。
②生徒指導，進路指導及びガイダンス機能の充実
指導計画の作成等に当たって留意すべき事項として，
「教師と児童生徒の信頼関係及び児童
生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに児童生徒理解を深め， 生徒指導の充実を図るこ
と」，「中学部においては， 生徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選択することができるよ
う，学校の教育活動全体を通じ，計画的，組織的な進路指導を行うこと」
，及び「小学部の各教
科等の指導に当立っては，児童が学習課題や活動を選択したり，自らの将来について考えたりす
る機会を設けるなどに工夫すること」
，
「中学部においては，生徒が学校や学級での生活によりよ
く適応するとともに，現在及び将来の生き方を考え行動する態度や能力を育成することができる
よう，学校の教育活動全体を通じ，ガイダンス機能の充実を図ること」が示されている。高等部
についても同様の視点が示されている。
特に「ガイダンス機能」については，この改訂において初めて示された事項であり，現在及び
将来の自己の生き方を考え行動する態度や能力を育てる上で，個に応じた指導・援助の充実を図
る必要がある。
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③学校設定教科及び「産業社会と人間」
学校設定教科は，高等学校，高等部において各学校が特色ある教育課程を編成するために設け
ることができる教科であり，
「産業社会と人間」は学校設定教科に関する独自の科目の例として
挙げられたものである。
「産業社会と人間」は人間としての生き方の探究や職業を選択，決定す
る場合に必要な態度やコミュニケーションの能力を養うこと，及び産業社会の中で自己の在り方
生き方について認識できるようにすることなどをねらいとしている科目であり，これからの教科
課程編成において，各学校が地域の実情に応じてこれらの科目を活用していくことが期待される
ものである。
④知的障害のある生徒の専門教科「流通・サービス」
特別支援学校（知的障害）における専門教科は，職業に関する基礎的な知識と技術を習得し，
産業社会における職業の意義と役割の理解を深め，職業に必要な能力と実践的な態度を育成する
ために設けられている。これまで，知的障害のある生徒の専門教科としては，
「家政」
，
「農業」，
「工業」が設けられていたが，現行学習指導要領において「流通・サービス」が新たに加わった。
これは，高等部卒業後の進路として，流通業やサービス業への就労が増加していることによる。
知的障害のある生徒の専門教科については，今後も生徒の進路動向を踏まえた改善を図っていく
ことが必要であると考えられる。
（３）早期からの職業教育，進路指導の必要性
平成８年３月の盲学校， 聾学校及び養護学校の高等部における職業教育等の在り方について
（報告）において，情報化，国際化，科学技術の進歩等，社会経済の進展等，障害者を取り巻く
環境の変化及び障害の重度・重複化，多様化の現状を踏まえ，高等部における職業教育や進路指
導等の在り方について，
（１）学科等の再編成，
（２）学校間等の協力体制，
（３）専攻科の整備，
（４）現場実習の拡充，
（５）教育内容・方法等の改善，
（６）進路指導の充実，
（７）卒業者への
追指導の実施，
（８）担当教員の資質向上，
（９）社会への理解啓発，の９点に渡って具体的な施
策の提言が行われている。
この報告において次のような指摘がある。
「２

具体的な施策」

（５）教育内容・方法等の改善
（３）系統的な指導
盲・ 聾・ 養護学校中学部又は中学校特殊学級との連携の下に， 基礎的・ 基本的な事項につい
て，早期からの系統的な指導を行い，職業教育を充実していく。
（６）進路指導の充実
（１）望ましい職業観，勤労観の育成
生徒が自己の将来や社会の一員としての自分の果たす役割などについて考え，主体的に進路を
選択・決定していくことができるようにするため，体験的な学習を一層充実するなど，学校の教
育活動全体を通して，望ましい職業観，勤労観，職業人としての素養の育成に努める。

ここで指摘のある盲・聾・養護学校と中学校特殊学級との連携に基づく早期からの職業教育の
充実及び職業観，勤労観の育成は，これまでの特殊教育においても根本的な教育課題であったと
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言える。
この点に関して学習指導要領の改訂に向けた中央教育審議会の答申（平成20年１月）では，特
別支援教育の改善の具体的事項として次の点を指摘している。
「（３）特別支援教育」
①特別支援学校
e) 職業に関する教科等について
○ 進路指導に当立っては，関係機関との連携を図りながら，生徒が自分に合った進路を主
体的に選択できるよう，早い段階からの進路指導を充実する。

このように，本答申においても，早い段階からの進路指導の充実の必要性が挙げられており，
早期からの職業教育・進路指導の充実は，長年にわたる教育課題であるとともに，今後一層取り
組むべき重点課題として認識する必要があるものと考えられる。

７

知的障害教育におけるキャリア教育

（１）知的障害教育における職業教育・進路学習の課題とキャリア教育の必要性
本章「６

特別支援教育におけるキャリア教育（３）早期からの職業教育，進路指導の必要性」

で述べた課題については，知的障害教育における現状として次の点が挙げられる。
①職業教育とキャリア教育
知的障害教育では，中学部段階から教科「職業・家庭」が設けられ，高等部の普通教科「職業」
や専門教科等への６年間の目標・内容の系統性が学習指導要領に示されている。
また，中学部の教科「職業・家庭」と小学部の教科「生活」とのつながりも示されており，知
的障害教育における職業教育は，12年間の学校教育における根幹をなすものである。
このような職業教育の評価については，一概に論じることはできないが，福祉，労働等と一体
化して行う就労支援の展開の中で行うべき当事者の立場からの職業生活の評価や，社会の変化と
関連させた施策の評価など，今後様々な角度からの総合的な検討が必要であろう。
しかし，当事者の就業に関する意欲，意識などから推察できるところもあると考える。
図６及び図７は，厚生労働省の身体障害者，知的障害者及び精神障害者就業実態調査（2008）
における，知的障害者（15～64歳を対象）の就業状況及び就業希望に関する調査結果である。
この結果によると， 就業している知的障害者は全体で52.6％ であるのに対し， 不就業者は
45.0％となっている。 この不就業者の就業希望については，
「就業希望あり」 の割合が全体で
40.9％であるのに対し，
「就業希望なし」の割合は49.3％になっている。この結果の解釈には様々
な知見があるものと思われるが，
「働きたくても働く場がない」ではなく，
「働きたいという希望
がない」不就業者が全体の約５割にのぼっているという現実を，教育は重く受け止める必要があ
るものと考える。言い換えると，働く意欲を中心とした勤労観，職業観の育成を目指すキャリア
教育の視点から，職業教育の在り方を問う必要性を示唆しているものと考える。
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②進路学習とキャリア教育
生徒が自分自身の能力や適性を理解し，職業生活についての認識を深めるとともに，進路先を
主体的に選択できるように指導・支援を行うに当たって，今日，進路学習が重視されてきている。
進路学習の実施状況については，本章３の（１）で前述しているが，ここで紹介した「知的障
害養護学校における職業教育と就労支援に関する研究」３）の調査において，
「進路学習を始める
べき時期」に関する調査も行っている。
進路学習を始めるべき時期に関する調査では，高等部に入学してから始めればよいとする回答
が約１割，中学校段階から始めるべきとする回答が４割強，小学校段階から始めるべきとする回
答が約５割になっている。
この項目に関して自由記述の欄を設けており，多数の意見が挙げられているが，その中から代
表的な意見を表１に挙げた。
表１

特別支援教育（知的障害）において進路学習を始めるべき時期（自由記述から抜粋）

〈小学部（小学校）段階〉
・自己を認知し，将来どのような道に進むか，そのために必要な学習は早期から実施されるべき
である。
・入学時段階から，身辺自立も進路学習ととらえ行う必要がある。
・早期から行うことで，保護者に対する意識づけを進めていくことが大切である。
・作業学習は中学部から実施しているが，働く力の基礎を身に付ける指導は小学部高学年段階か
ら行う必要がある。
・小学部高学年段階から中・高への系統性をもたせた指導が必要である。
〈中学部段階〉
・中学部段階から将来の生活を見据えた進路学習を取り入れることにより，生徒自身の進路に関
する考え，実態，課題に応じた指導ができる。
・ 小学部では生活面の指導， 高等部では具体的な進路選択に向けた現実的な指導と考えると，
（進路学習の開始は）必然的に中学部段階が望ましい。
・保護者に対する意識付けは小学部段階から必要と考えるが，生徒に対しては進路を意識できる
ようになる中学部段階から始めることが望ましい。
〈高等部段階〉
・高等部段階は，進路について具体的に考える時期である。
・進路選択のための自己理解，働くことの意味の理解についてはできれば早期から学習すること
が望ましいが，現実的には高等部段階でないと理解が深まらないのではないか。

これらの調査結果に見られるように，進路学習を早期から行うことの重要性については概ね認
識されているものの，進路学習としての具体的な指導を展開する時期，言い換えると各学部の教
育課程編成における進路学習の位置付けに関しては，様々なとらえ方，考え方が交錯している状
況にある。
つまり，このことは，小・中・高等部における12年間の進路学習を系統的にとらえる指標が十
分に備わっていないことを示しているものと考えられる。このことから，キャリア教育の視点で
小・中・高等部の12年間における一貫した指標づくりが必要であると考える。
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（２）通常の教育におけるキャリア教育概念との連続性の確保の必要性
本章４で述べたように，中学校特別支援学級（特殊学級）の卒業者の進路先として特別支援学
校の高等部が選択される割合は非常に高くなっている。このため，高等部のみを設置する特別支
援学校（知的障害）や特別支援学校の高等部でコース制を取り入れている学校等では，中学校知
的障害特別支援学級の卒業生が多く在籍している状況にある。このことから，前途した「盲学校，
聾学校及び養護学校の高等部における職業教育等の在り方について（報告）
」において指摘のあっ
た特別支援学校高等部と中学校特別支援学級との連携に基づいた職業教育の充実は，今日の喫緊
かつ重要な課題となっていると言える。
中学校特別支援学級と特別支援学校高等部との接続を考えるに当立っては，次の二つの軸を考
慮する必要がある。１点は，職業教育における系統性の確保であり，もう１点は小・中学校にお
いて推進されるキャリア教育との連続性である。
小・中学校知的障害特別支援学級の教育課程編成に当立って，特別支援学校学習指導要領を参
考に編成する場合，例えば，知的障害の各教科等（中学校の場合では教科「職業・家庭」など）
を取り入れ，作業学習などの領域・教科を合わせた指導を行うことによって職業教育に関しての
系統性を確保することが理論上可能となるが，一方でキャリア教育については，小・中学校全体
としての推進計画のもと実施される場合が多いことから，この点に通常の教育と知的障害教育に
おけるキャリア教育概念の連続性を確保する必要性が生じてくるのである。
このことから，知的障害教育の独自性，系統性を確保しつつ，通常の教育におけるキャリア教
育との共通性と連続性を明確にした指標づくりが必要になるものと考える。
本研究で作成することを目指した知的障害のある児童生徒の「キャリア発達段階・内容表
（試
案）」は，上記の
（１）
（２）
で述べた課題から検討し，その必要性をとらえたものである。
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第

二

章

第二章
１

今日の障害者雇用施策と今後の課題

障害者の雇用に関する基本的な制度等

（１）障害者の雇用の促進等に関する法律と障害者雇用対策基本方針
障害者施策の基本理念であるノーマライゼーションの実現のためには，職業を通しての社会参
加が基本となるものと言える。このため，障害のある人がその適性と能力に応じて可能な限り雇
用の場に就くことができるように，障害者の雇用の促進等に関する法律（以下，
「障害者雇用促
進法」という。
）が制定されている。障害者雇用促進法は，障害者の雇用義務等に基づく雇用の
促進等のための措置，職業リハビリテーションの措置等を通じて，障害者の職業の安定を図るこ
とを目的としている。
障害者雇用促進法は，障害者の社会参加に伴う就業ニーズが高まる中で，就業機会の拡大によ
る職業的自立を図る観点から，
①

精神障害者に対する雇用対策の強化

②

在宅就業障害者に対する支援

③

障害者福祉施策との有機的な連携

等を主な内容として，平成17年12月に一部改正されている。
また，障害者雇用対策基本方針は，障害者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が障害者の雇用の
促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針として策定するもので，現行の基本
方針は平成15年から19年度までの５年間について定めている。
（２）雇用率制度
障害者雇用促進法では，事業主(民間企業，国，地方公共団体)は，その法定雇用率に相当する
数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。その割合は，国及び地方公共団体
は職員の2.1％以上，都道府県等の教育委員会は職員の2.0％以上，その他の一般事業主にあって
は常用雇用労働者の1.8％以上の障害者を雇用することが求められている。これまでこの雇用率
の算定の対象となっていなかった精神障害者に関しても，平成17年の障害者雇用促進法の一部改
正により雇用率の算定の対象となっている。
厚生労働省の調査結果によると，平成19年６月現在の雇用率は，一般の民間企業が1.55％(前年，
1.52％）， 特殊法人等が1.97％（前年，1.56％）
， 国の機関が2.17％（前年，2.17％）
， 都道府県の
機関が2.42％(前年，2.37％)，市町村の機関が2.28％（前年，2.23％）
，都道府県等の教育委員会が
1.55％（前年，1.46％）となっている。なお，民間企業に雇用されている障害者の数は302,716.0
人で，このうち，知的障害者は47,818人となっている（P28参考資料参照）
。
厚生労働省では，実雇用率の著しく低い事業主に対して雇入れ計画の作成を命じ，計画が適正
に実施されない場合には，勧告や企業名の公表を行うなど指導を行い，障害者雇用の推進を指導
している。
また，最近の障害者の雇用状況や国会での指摘等を踏まえ，雇用率達成の指導を強化すること
とし，指導対象とする実雇用率の水準を全国平均雇用率未満かつ不足数５人以上に見直すととも
に，中小企業で障害者を全く雇用していない企業や，実雇用率は一定水準あるものの不足数が多
い大企業を，雇入れ計画の作成命令対象に加えるなど指導基準を見直している。さらに，公的機
関は民間に率先垂範して法定雇用率を達成する立場にあることから，未達成の機関については，
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労働局長等から機関のトップに対して呼び出し等による指導を強力に行うこととしている。
（３）障害者雇用納付金制度
一般事業主が障害者雇用率を達成していない場合は， 障害者雇用率の未達成の度合いに応じ
て，障害者雇用納付金を徴収することとなっている。これは，障害者の雇用に伴う事業主の経済
的負担の調整を行うとともに，雇用水準を全体として引き上げるための助成・奨励を行うための
制度である。
現在，常用労働者301人以上の雇用率未達成事業主から不足数一人につき月額５万円を徴収し，
これを財源として雇用率を超えて雇用する企業に対して障害者雇用調整金や報奨金を支給してい
る。
また，障害者を雇い入れるための施設の設置や介助者の配置等に助成金を支給しているほか，
平成17年度の法改正により，新たに在宅就業障害者に仕事を発注する事業主に特例調整金等を支
給している。
（４）特例子会社制度
障害者雇用率による義務は，個々の事業者ごとに課せられるが，事業主が障害者の雇用に特別
の子会社を設立し，一定の要件を満たしているとの厚生労働大臣（公共職業安定所長）の認定を
受けた場合は，その子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなし，実
雇用率を計算できる制度である。平成19年10月末現在，特例子会社として認定されているのは全
国で223社となっている。

２

障害者の職業指導，職業紹介等の実施体制

（１）公共職業安定所（ハローワーク）
障害者の職業紹介については，公共職業安定所において，就職を希望する障害者に対して求職
の登録（就職後のアフターケアまで一貫して利用）を行い，求職者の技能，職業適性，知識，希
望職種等の状況に基づき，ケースワーク方式による職業指導を実施し，安定した職場への斡旋等
を行っており，主要な公共職業安定所には，障害者を専門に担当する職業相談員や手話協力員な
どを配置している。
（２）障害者職業センター
障害者職業センターには，独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が運営する３種類の機関が
あり，次のような業務を実施している。
①障害者職業総合センター（１センター）
全国の障害者職業センターの中核となる施設として，高度の職業リハビリテーション技術の研
究・開発及びその成果の普及，専門職員の養成・研修等の実施を目的として，千葉市美浜区に設
置されている。
②広域障害者職業センター（３センター）
広範囲の地域にわたり，障害者職業能力開発校や医療施設等と密接に連携した系統的な職業リ
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ハビリテーションサービスを提供する施設として， 中央広域障害者職業センター（埼玉県所沢
市），吉備高原広域障害者職業センター（岡山県加賀郡）
，せき髄損傷者職業センター（福岡県飯
塚市）の３施設が設置されている。
③地域障害者職業センター（各都道府県１センター，５支所）
職業評価，職業指導のほか，職業準備支援事業，職場適応援助者（ジョブコーチ）事業等の専
門的な職業リハビリテーション， 事業主に対する雇用管理に関する助言等を実施する施設とし
て，各都道府県に設置されており，主要な都道府県には支所も設置されている。
（３）障害者雇用支援センター
都道府県が指定した民法法人が設置・運営するもので，全国に14センター設置され，就職が特
に困難な障害者に対する職業準備・訓練を中心とした雇用支援を実施している。
（４）障害者就業・生活支援センター
都道府県知事が指定した社会福祉法人，ＮＰＯ法人等が運営するもので，平成19年度は全国に
135センター設置されている。障害者の身近な地域において，雇用，保健福祉，教育等の関係機
関の連携拠点として，就業面及び生活面における一体的な相談支援を実施している。
（５）職業能力開発校
国及び県が設置し，都道府県，高齢・障害者雇用支援機構が運営するもので，国立13校，府県
立６校が設置されており，訓練科目・訓練方法等に特別の配慮を加えつつ，障害の特性に応じた
職業訓練，技術革新の進展等に対応した在職者訓練等を実施している。なお，一般の公共職業能
力開発施設においても受入れを促進している。このほか，事業主，民法法人等が運営する民間の
能力開発施設が設けられており，障害者の職業に必要な能力を開発し，向上させるための教育訓
練事業（厚生労働大臣の定める基準に適合するもの）を実施している。

３

障害者の雇用を促進するための主な施策

（１）障害者試行雇用事業（トライアル事業）
障害者に関する知識や雇用経験のない事業所に対し，障害者を試行的に雇用する（トライアル
雇用）機会を付与し，本格的な障害者雇用に取り組むきっかけづくりを進める事業である。
（２）職場適応援助者（ジョブコーチ）事業
知的障害者や精神障害者など職場での適応に課題を有する障害者に対して， 職場適応援助者
（ジョブコーチ）を事業所に派遣し，雇用の前後を通じてきめ細かな人的支援を行うことにより，
就職後の職場での課題を改善し，職場定着を図る事業である。主な支援の内容は，障害者本人に
対する職場コミュニケーション，職務遂行支援など，事業主に対する職務内容の設定，職務遂行
に係る指導方法に関する支援などがある。
（３）障害者雇用納付金制度に基づくグループ就労訓練に係る助成金（職場実習型）
事業主が，指導員の支援のもと，特別支援学校の高等部３年生の生徒が事業所で就労する実習
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を行い，常用雇用への移行を促進することについて助成金を事業主に支給するものである。

４

福祉，教育，雇用の連携の強化

（１）背景，経緯
福祉サービスの「措置制度」から「支援費制度」への転換，障害者自立支援法の施行，障害者
雇用促進法の一部改正，また特別支援教育制度の全面的な実施を踏まえ，障害者に対する効果的
な就労支援を行っていくためには，障害者福祉施策，特別支援教育施策及び障害者雇用施策の有
機的な連携を一層深めていくことが求められている。
このため，平成18年度から 厚生労働省と文部科学省が連携した取組が進められており，平成
19年４月に，厚生労働省から各都道府県労働局に出された通達を踏まえ，
「障害者福祉施策，特
別支援教育施策及び障害者雇用施策の一層の連携の強化について」
（平成19年４月２日付け19文
科初第54号）の文部科学省初等中等教育局長通知が出されている。
（２）主な施策の内容
平成19年４月の厚生労働省の各都道府県労働局あて通達で示された主な内容は次のとおりである。
①「福祉施設就労支援台帳」の整備
職業安定所及び労働局において，一般就労に向けた必要な情報の整備と提供ができるよう，管
内の福祉施設の状況等を把握し整備するものである。
②「障害者就労基盤整備事業」
職業安定所が福祉施設の職員や特別支援学校の生徒，保護者及び教職員の一般雇用や就労支援
に関するの理解等の向上を図ることをねらいとして次のような取組を行うものである。
ア

就労支援セミナーの実施（福祉施設，特別支援学校）

イ

事業所見学会の実施（特別支援学校）

ウ

職場実習のための事業所面接会の実施（特別支援学校）

エ

障害者就労アドバイザーによる助言（福祉施設，特別支援学校）

オ その他，高齢・障害者雇用支援機構が実施する講座等の活用，特別支援学校等と連携・協
力した実習先の開拓等
③「地域障害者就労支援事業」
職業安定所が福祉施設，特別支援学校等と連携した「支援チーム」により，就職の準備段階か
ら職場定着までの一連の個別支援を行うものである。
ア

障害者就労支援チームによる支援

イ

福祉施設・特別支援学校等での訓練（作業）と事業所での実習を組み合わせた就労支援の
実施

ウ

障害者を対象としたワンストップ相談

④個別支援を着実につなぐための，施設，学校等との連携の強化
ア

就労移行支援事業者等との連携関係の確立
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ａ

事業利用段階からの緊密な連携

ｂ

離職した障害者の再就職の支援

イ

特別支援学校との連携
ａ 「個別の教育支援計画」の策定等における連携
ｂ

特別支援学校の生徒に対する効果的な支援
・学校及び地域障害者職業センターとの連携
・グループ就労訓練助成金（職場実習型）
・障害者委託訓練受託法人等との連携
・研修への協力

⑤障害者自立支援法に基づく事業
障害者自立支援法による就労支援の事業としては，次のようなものがある。
ア

就労移行支援事業
一般就労を希望し，適性に合った職場での一般就労等が見込まれる人に対し，事業所内に
おける作業訓練や職場実習，就職後の職場定着等を２年以内を利用期間として実施する事業
である。

イ

就労継続支援事業Ａ型（雇用型）
雇用契約に基づく就労が可能な人に対し，利用者と雇用契約を結び就労の機会を提供する
とともに，一般就労に必要な知識，能力の高まりに応じ，一般就労に向けた支援を実施する
事業である。

ウ

就労継続支援事業Ｂ型（非雇用型）
就労移行支援事業を利用したが，一般企業等の雇用に結びつかない人や，一定の年齢に達
している人に対し，雇用契約は結ばずに就労の機会を提供するとともに，一般就労等への移
行に向けた支援を実施する事業である。

⑥職業自立を推進するための実践研究事業
厚生労働省との連携・協力の下，文部科学省が平成19年度から新たに実施しており，９地域の
都道府県教育委員会へ２年間の実践研究を委託し，その成果を幅広く普及することをねらいとし
たもので，主な研究事項としては，次のようなものがあげられている。

５

ア

企業等の意向把握，理解啓発

イ

就労サポーターの派遣

ウ

現場実習実践マニュアルの作成

エ

ハローワークと共同した職場開拓

障害者の雇用機会の拡大に向けた取組

厚生労働省の労働政策審議会では，障害者雇用分科会において，障害者の雇用を取り巻く様々
な状況の変化等を踏まえ，障害者の雇用機会を拡大していくため，以下のような点について検討
を行い，平成19年12月に次のような意見書を取りまとめている。厚生労働省では，この意見書の
趣旨に沿い，平成20年２月に「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」
を取りまとめ，労働政策審議会に諮問し，同審議会からの答申を受けて，平成20年３月に「障害
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者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」を国会に提出している。
（１）多様な雇用形態に対応した障害者雇用の促進
近年の短時間労働，派遣労働等の雇用形態の多様化に対応し，障害者のニーズも踏まえつつ，
働き方の選択肢を拡大するために，次のような措置を講ずることが適切であるとしている。
①短時間労働への対応
短時間労働（週所定労働時間20時間以上30時間未満の労働）については，障害者のニーズが相
当程度あり，また，福祉的就労から一般雇用への移行を進めていく上で，段階的な就業形態とし
て両者をつなぐ道筋ともなりうることなどから，雇用義務の対象とする。
②派遣労働への対応
派遣労働については，現在，派遣労働者として働く障害者は少数であるが，派遣労働で働くこ
とを希望する障害者もいることから，働き方の選択肢の一つとして，適切に派遣労働により働く
ことができるようにする。
（２）中小企業における障害者雇用の促進
中小企業における障害者雇用が進むよう，障害者を雇用する前提となる理解促進，マッチング
に関する支援，職場定着に関する支援など中小企業に対する雇用支援策の充実強化，事業協同組
合等を活用した障害者雇用に対する障害者雇用率制度の適用などの措置を講ずる。
また，これまで300人以下の中小企業に対して適用が猶予されてきた障害者雇用納付金制度に
ついて，一定の範囲の中小企業（企業規模101人以上）を適用の対象とするが，当初は比較的規
模の大きい中小企業（企業規模201人以上）を対象とすることが適当である。
（３）福祉，教育等との連携による障害者の就労支援を推進するための方策
障害者のライフステージやニーズに応じて，長期的な支援を総合的に行うために，雇用，福祉，
教育，医療等の各分野の関係機関が連携及び役割分担をしながら，地域ごとに就労支援のネット
ワークを構築すること，ハローワーク，障害者就業・生活支援センター，地域障害者職業セン
ターの役割と今後の在り方，ジョブコーチをはじめとした就労支援を担う人材の育成・確保の在
り方について，指摘している。
このほか，特例子会社がなくてもグループ全体で障害者雇用を促進することができる場合企業
グループ全体として雇用率を算定することができる特例を設けること，障害者雇用における助成
金の見直し，除外率の引き下げによる障害者雇用の促進などについても指摘している。

６

今後の課題

（１）個別の教育（移行）支援計画等を活用した労働，福祉等関係機関等との連携の一層の充実
今後，障害のある生徒の希望や能力に応じた一般就労を促進するためには，学校と労働，福祉，
医療等の関係機関等との連携の一層の充実が求められる。この点に関しては，国レベルにおいて
も，厚生労働省からの各都道府県労働局長宛の通達を受け，文部科学省から各都道府県教育委員
会等への通知が出されるなど，両省が連携した取組が進められている。また，次期学習指導要領
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の改訂に向けた検討においても，平成20年１月の中央教育審議会「幼稚園，小学校，中学校，高
等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について（答申）
」において，特別支援教育の
改善の具体的事項として，
「進路指導に当立っては，関係機関との連携を図りながら，生徒が自
分に合った進路を主体的に選択できるよう，早い段階からの進路指導を充実する。
」と示されて
いる。さらに，個別の教育支援計画について，
「家庭や，福祉，医療，労働関係機関等との緊密
な連携を図り，一人一人のニーズに応じた適切な支援を行うための個別の教育支援計画の策定や
その活用を図ることを明確にする。
」ことが示されている。
このような状況を踏まえ，今後，各学校においても，ハローワーク，障害者就業・生活支援セ
ンター，就労移行支援事業者等との連携の一層の充実を図る必要がある。その際，特に関係者の
共通理解を図った支援や学校卒業後の支援体制を構築していくことが継続的な就労を実現してい
く上で重要となることから，関係者の参画を得ながら一人一人の生徒のニーズに対応し，学校と
してどのような支援を行うかを明確にした「個別の教育（移行）支援計画」を策定し，その活用
を図っていくことが大切となる。
なお，独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構障害者職業センターでは，厚生労働省からの委
託を受け，障害者の一般就業を支えるため，障害者の就労支援に取り組む地域支援機関の啓発活
動を含む基本的な情報提供から，これら機関の相互の間の個別的な情報交換の手順までの体系的
かつ効果的な情報支援の在り方について研究を進めている。
具体的には，①効果的な就労支援の在り方について，支援関係者が知りたいときに簡便に参照
できるウェブサイト，②効果的な就労支援の在り方についての地域向けの啓発資料，③就労支援
サポート手帳を作成することとしている。
（２）生徒，保護者への適切な情報提供
障害のある生徒が，主体的に将来の進路を選択することができるようにするためには，早い段
階から本人の特性や進路希望を的確に把握するとともに，一般雇用に関する情報や卒業後の就労
支援体制などに関する情報など必要な情報提供を行っていくことが求められる。また，進路決定
に大きな影響力を持つ保護者に対しても，卒業後の職業生活や地域生活等に関する情報を提供す
るなど，障害者が働くことを支える体制を作っていくことが求められている。とりわけ，障害者
雇用の分野では前述のとおり，雇用形態の多様化等に対応し新たな雇用支援策等が講じられるこ
とが考えられることから，各学校においてハローワーク等と連携し，最新の情報等を提供してい
くことが必要と思われる。
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（参考資料

民間企業における障害者の雇用状況（グラフ）平成19年11月厚生労働省作成資料）

（１）実雇用率と雇用されている障害者の数の推移
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第

三

章

第三章
１

知的障害のある児童生徒の「キャリア発達段階・内容表
（試案）」の作成

知的障害のある児童生徒の「キャリア発達段階・内容表（試案）
」作成の意義

第一章で述べたように，本研究は知的障害のある児童生徒の「キャリア発達段階・内容表」の
試案を作成することを目的としている。
この「キャリア発達段階・内容表（試案）
」を作成する意義については，以下のようにとらえ
ている。
①

特別支援学校（知的障害）の小・中・高等部（12年間）における職業教育，進路指導をキャ
リア教育の視点から系統的にとらえる指標を示す。

②

小・中学校におけるキャリア教育と，知的障害教育におけるキャリア教育の連続性，関連
性を確保するための枠組みを提案する。

①で挙げた意義については，第一章で述べたように，特別支援学校（知的障害）の小学部，中
学部，高等部における一貫性のある職業教育・進路指導の充実を図るため，勤労観，職業観を育
てる観点からキャリア教育としての系統性を表すことを意図している。このことは，中学校特別
支援学級と特別支援学校高等部の連続性のある職業教育の充実を同時に意図するものである。
②で挙げた意義については，今日，キャリア教育は，我が国の教育改革のための重点行動計画
に位置付けられ，その推進は小学校，中学校，高等学校，そして特別支援学校それぞれの学校に
おける重要課題になるという認識のもと，特に小学校，中学校の特別支援学級では，小学校，中
学校のキャリア教育推進計画の中で，知的障害に配慮した教育の充実方策を検討していくことが
予想されることから，通常の教育と知的障害教育のキャリア教育の概念に連続性を確保する必要
があると考えたためである。

２ 「キャリア発達段階・内容表（試案）
」の作成に当立って参考にした考え方及び研究等
「キャリア発達段階・内容表（試案）
」の作成に当立っては，主に次の研究等を参考にした。
（１）国立教育政策研究所生徒指導研究センター（2006） ６） の「職業観・勤労観を育む学習プ
ログラムの枠組み（例）
」の活用
（２）Wehman & Fregel（2004）の「機能的カリキュラム」で紹介されているHanley-Maxwell
& Collet-Klingenberg による「雇用のための準備」として学校が有するべき職業的カリキュ
ラムの系統性
（３）知的障害者を教育する特別支援学校の各教科
（４）キャリア教育に関するその他の研究

（１）の国立教育政策研究所生徒指導研究センター（2002）の「職業観・勤労観を育む学習プ
ログラムの枠組み」は，今日，各学校が全教育活動を通して計画的にキャリア教育を推進してい
く上で重要な指標となっており，小・中・高等学校においては，この学習プログラムの枠組みを
活用したキャリア教育の実践が展開されるようになってきている。
本章１で述べたように，
「キャリア発達段階・ 内容表（試案）
」 の作成意図として通常の教育
と知的障害教育におけるキャリア教育の連続性を確保するための枠組みを提案することとしてお
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り，このため同センターの「学習プログラムの枠組み」を参考に検討することが有効であると考
えた。
（２），（３）については，知的障害教育におけるキャリア教育を推進する上では，知的障害の
ある児童生徒のキャリア発達を想定し，教育課程編成の基準となる知的障害の各教科の目標・内
容をベースに検討することが必要であると考えたことから，米国における障害のある生徒のキャ
リア教育に関する研究を参考にするとともに，知的障害者を教育する特別支援学校の各教科につ
いてキャリア教育関連事項を整理し， これらに基づいて「キャリア発達段階・ 内容表（試案）」
の枠組み及び内容について検討することにした。
（４）については，
「キャリア発達段階・内容表（試案）
」の中で重視する各観点の内容や重み
付けを検討するに当たり，学校または地域において知的障害のある児童生徒の「キャリア教育」
を位置付けた（またはそれに該当する）研究，実践等の一部を参考にした。
（１）国立教育政策研究所生徒指導研究センターの「職業観・勤労観を育む学習プログラムの枠
組み（例）」の活用
国立教育政策研究所生徒指導研究センターの「職業観・勤労観を育む学習プログラムの枠組み
（例）」（2002）６）について，その枠組みの概念について紹介したい。
①職業的（進路）発達と発達課題
同センターの調査研究報告書（2002） ６） では，職業観・勤労観を育む進路指導の取組を進め
るに当立っては，
「児童生徒一人一人が，それぞれの段階に応じて適切に自己と進路・職業との
「関係付け」を行い，職業的（進路）発達を遂げていくことができるよう，指導・援助していく
ことが大切である。
」としている。その際，
「職業的（進路）発達にもいくつかの段階（節目）が
あり，各段階で取り組まなければならない課題がある。これが職業的（進路）発達課題と呼ばれ
るものである」とし，進路指導の取組はこのような職業的（進路）発達の段階とその諸側面の全
体を念頭におきながら進めなければならないことを指摘している。
小学校段階における職業的（進路）発達課題については，
「進路の探索・選択等にかかわる基
盤を形成する時期」とし，この時期の主要な発達課題として，
「夢や希望を描き自分はこんな人
間になりたいという自己イメージを獲得すること，そのため，自己及び他者への積極的関心を形
成し発展させ，身の回りの仕事や環境に対する関心・意欲を向上させること，勤労を重んじ目標
に向かって努力することの大切さを，身をもって学んでいくこと」などを挙げている。
中学校段階における職業的（進路） 発達課題については，
「現実的探索と暫定的選択の時期」
とし，この時期の主要な発達課題としては，
「生き方や進路に関する現実的な探索を積極的に行
うことができるようになること，そのため，肯定的な自己理解や自己有用感を獲得し，興味・関
心や職業に関する基礎的な知識・理解等に基づく選択基準を形成すること，暫定的な進路計画を
立案したり，主体的によりよい選択をしようとしたりする姿勢を身に付けること」などを挙げて
いる。
高等学校段階における職業的（進路）発達課題については，
「現実的探索・試行と社会的移行
準備の時期」とし，この時期の主要な発達課題としては，
「自己理解を深めその自己を受容でき
ること，多様な生き方や進路・職業の理解の上に立って，自分なりの選択基準となる人生観や職
業観・勤労観等を身に付けること，それらを基に自己の将来を設計し，社会的移行の準備を行う
－30－

こと，そして，そのための現実的吟味を十分行い，積極的に試行すること」などを挙げている。
なお，これらの職業的（進路）発達課題については，あくまで一般的な目安であって，発達に
は個人差があることなどから，画一的に扱うことは避けなければならないとしている。
表２

学校段階別に見た職業的（進路）発達の段階，職業的（進路）発達課題

小学校段階

中学校段階
＜

職 業 的（ 進 路 ）発 達の 段 階

高等学校段階
＞

進路の探索・ 選択にかかる基

現実的探索と暫定的選択の時

現実的探索・ 試行と社会的移

盤形成の時期

期

行準備の時期

＜

職 業 的（ 進 路 ）発 達 課 題

＞

・自 己及び他者への積極的関

・肯 定的自己理解 と 自己有用

・自己理解の深化と自己受容

心の形成・発展
・身 のまわりの仕事や環境へ
の関心・意欲の向上
・夢や希望，憧れる自己イメー
ジの獲得
・勤 労を重んじ目標に向かっ
て努力する態度の形成

感の獲得
・興 味・ 関心等に基づく職業
観・勤労観の形成
・進 路計画 の 立案 と 暫定的選
択

・選 択基準 と し て の 職業観・
勤労観の確立
・将 来設計 の 立案 と 社会移行
の準備

・生 き方や進路に関する現実
的探索

・進 路 の 現実吟味 と 試行的参
加

（国立教育政策研究所 生徒指導研究センター，2002）

②職業的（進路）発達かかわる諸能力
「職業観・勤労観を育む学習プログラムの枠組み(例)」で示されている「人間関係形成能力」
「情
報活用能力」「将来設計能力」
「意思決定能力」の４つの能力領域は，
「職業教育・進路指導に関
する基礎的研究」７） で開発された「我が国におけるキャリア発達能力の構造化モデル」で提案さ
れた基本的能力としての４つの領域「キャリア設計能力」
「キャリア情報探索・活用能力」
「意思
決定能力」「人間関係能力」に基づいて検討した能力領域とされている。
「人間関係形成能力」
「情報活用能力」
「将来設計能力」
「意思決定能力」の４つの能力領域につ
いては，それぞれに構成する能力として，各２つずつ計８つの能力に再構成されている。
（職業的（進路）発達にかかわる諸能力については表３に再掲した。
）
③職業観・勤労観を育む学習プログラムの枠組み（例）６）の活用に当立っての留意点
この職業観・業務観を育む学習プログラムの枠組み（例）については，学校において新たな活
動を提案しようとするものではなく，既に実施している活動について，それぞれの持つ意味を確
認し，活動全体を有機的に関連付けて，より効果的なものにしていくために活用されることを意
図しているものであることが解説されている。
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表３
領域

職業的（進路）発達にかかわる諸能力

領域説明

能

力

説

明

人間関係形成能力

他者の個性を尊重し， 【自他の理解能力】
自己の個性を発揮しな
がら， 様々な人々とコ

自己理解を深め，他者の多様な個性を理解し，互いに認め合う
ことを大切にして行動していく能力

ミュニケーションを図 【コミュニケーション能力】
り，協力・共同しても
のごとに取り組む。

多様な集団・組織の中で，コミュニケーションや豊かな人間関
係を築きながら，自己の成長を果たしていく能力

情報活用能力

学ぶこと・ 働くことの 【情報収集・探索能力】
意義や役割及びその多
様性を理解し， 幅広く

進路や職業等に関する様々な情報を収集・探索するとともに，必
要な情報を選択・活用し，自己の進路や生き方を考えていく能力

情報を活用して， 自己 【職業理解能力】
の進路や生き方の選択
に生かす。

様々な体験等を通して，学校で学ぶことと社会・職業生活との
関連や，今しなければならないことなどを理解していく能力

将来設計能力

夢や希望を持って将来 【役割把握・認識能力】
の 生 き 方 や 生活 を 考
え， 社会の現実を踏ま

生活・仕事上の多様な役割や意義及びその関連等を理解し，自
己の果たすべき役割等についての認識を深めていく能力

えながら， 前向きに自 【計画実行能力】
己の将来を設計する。

目標とすべき将来の生き方や進路を考え，それを実現するため
の将来計画を立て，実際の選択行動等で実行していく能力

自らの意志と責任でよ 【選択能力】
意思決定能力

りよい選択・ 決定を行
うとともに， その過程

様々な選択肢について比較検討したり，葛藤を克服したりして，
主体的に判断し，自らにふさわしい選択・決定を行っていく能力

で の 課題 や 葛藤 に 積 【課題解決能力】
極的に取り組み克服す
る。

意思決定に伴う責任を受け入れ，選択結果に適応するとともに，
希望する進路の実現に向け，自らの課題を設定してその解決に取
り組む能力

さらに，活用の観点として，次の事項を挙げている。
・枠組み（例）６）は，４つの能力を観点として児童生徒の発達を見ていく見取り図ともいうべ
きものである。
・各学校において，児童生徒がどのような能力・態度がどの程度身に付いているか等について
点検したり，評価したりする際の参考として活用することが可能である。
・現在行われている各学校のそれぞれの活動について，どのような能力の育成を目指したもの
なのか，全体としてバランスのとれた取組になっているか，どの能力・態度の育成にかかわ
る取組が不足しているか，等について点検・見直しを行ったりする際の参考として活用でき
るものとなっている。
・実践に当立っては，４つの能力は相互に深く影響を与えあうものであること，また，一つの
活動によって複数の能力・態度の伸長が可能であるなどに留意し，特定の発達段階（学年）
において，特定の能力の伸長を図るという考え方ではなく，すべての段階（学年）におい
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て，４つの能力全体を総合的に発達させることを目指して取り組むようにすることが大切で
ある。
（２）Wehman & Fregel（2004）の「機能的カリキュラム」の応用
（Cheryl Hanley-Maxwell & Collet-Klingenberg による，雇用のための準備として学校が有す
るべき職業的カリキュラムの系統性）
本研究の理論的根拠の一つとして，Wehman & Fregel（2004）の「小学校，中学校，高等学
校において特別な教育的ニーズを必要とする児童生徒の機能的カリキュラム」８） を参考にした。
キャリアに関する研究は多数存在するものの障害のある児童生徒に関する研究は少ない状況にあ
るが， この「機能的カリキュラム」 中で，Hanley-Maxwell & Collet-Klingenberg（2004） が，
雇用のための準備として学校が有するべき職業的カリキュラムの系統性について述べており，以
下に紹介する。
（和訳：小塩允護）
①「雇用に向けての準備」の必要性
この論文において，Hanley-Maxwellらは，アメリカにおける障害のある子どもの教育の現状
と課題として次の点を指摘している。
・アメリカの教育では，学校が子どもたちを社会の生産的な構成員になるように教育するこ
とを重要視する。そして，社会の生産的な構成員になる一つの方法は，有給の職をもつこと
である。つまり，有給雇用されている労働者は，自分が払う税金を通じて，自分が購入する
商品を通じて，そして政府の補助金への依存を少なくすることを通じて，経済に貢献するか
らである。さらに，有給雇用によって社会の構成員になっていることは，個人の自己有能感
（sense of self-worth）を高め，個人が生活するコミュニティとのつながりを大きくすること
になる。
・一方で，雇用にかかわっては，雇用主はすべての生徒の雇用準備が不十分であると認識し，
研究者や擁護者は障害のある生徒の雇用の成果は乏しいと指摘している。例えば，障害のあ
る生徒の19％が卒業後何ヶ月も職を探していること，最低賃金以上の給与を確保している生
徒はほとんどいない，などである。
・連邦法で職業が重視されているにもかかわらず，過去15年間における統計値に明確な変化が
みられない。
・これらの現状から，教師は，障害のある生徒の職業教育をめぐる諸問題に対して，新たに注
目する必要がある。
これらの現状に対して，Hanley-Maxwell らは，次のような研究成果を紹介している。
・高等学校在籍中に有給または無給の労働経験をもつことが卒業後の成果にプラスの影響を及
ぼす。
・関連スキルへの注目が重要である。
（特に，学業スキル，自己決定スキル，ソーシャル・ス
キルなど）
・障害のある生徒たちが十分な雇用の成果を得る上で遭遇しているバリアとしては，①自分自
身の運命をコントロールする力がないこと，②保険・社会保障施策に制約があること，③雇
用主に偏見があること，④行政担当者が誤った信念をもち，特定の経験や訓練を制約するこ
と，などがある。
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このような課題に対し，幼稚園段階から高等学校段階までの，障害のある生徒の職業に関連す
るカリキュラム内容と経験の全体構造を示す必要性についてHanley-Maxwellらは，
「キャリア発
達」，「アセスメント」
，
「内容の組織化」
，
「全学齢期を通じてのスキル発達」４つのトピックを挙
げているが，この中で主要な事項について整理する。
②キャリア発達
キャリア発達は，学校から職業への移行に対するライフスパン・アプローチの中で極めて重要
な要因であることを指摘している。キャリア発達プロセスの記述への試みに関する研究の中で，
「職業適合理論」 を紹介している。 この理論では，
「職業パーソナリティ」
，
「職業能力」
，
「職業
ゴール」という構成概念に基づいており，これらの三つの領域におけるスキルは，互いに絡み合
いながら，同時に環境からの影響を受けながら，人生を通じて発達していくとされている。こ
のような「発達」には，主要な時期（primary periods）が存在するという

Szymanski（1994）

の研究から，次のように述べている。
「職業パーソナリティは就学前に発達し，職業能力は学校教育段階に，職業ゴールは学校教育
段階後期に発達する。
」もっと具体的に言うと，遊びが職業パーソナリティの発達を豊かにし，
家庭や学校で仕事（係）の責任をもつことが職業パーソナリティと職業能力の発達をもたらし，
キャリアについての空想や職業的役割モデルに接することが職業ゴールの発達をもたらし，それ
がキャリアに関連する経験や学習の機会によって洗練されていく。

併せて，同じくSzymanski の生態学的キャリア発達理論の意義について，以下のように述べ
ている。
最近発展した生態学的キャリア発達理論は， 障害のある生徒に対するカリキュラム内容や経
験，サービス提供という点で意義をもっている。この理論は，妥当なカリキュラム内容として，
自分自身の能力や関心，限界，価値基準，職業的期待，労働者としての自己，適応や順応のニー
ズを認識するスキルを発達させることが含まれると示唆している。職業的価値基準と態度，自己
権利擁護，問題解決，
（文化的期待という文脈の中での）意志決定，ソーシャル・スキル，職場
環境についての知識，ストレスの低減，仕事の柔軟性などのトピックの妥当な代用に含まれるだ
ろう。
キャリア発達に必須の経験には，自己のアセスメント活動，役割モデルとの接触，労働経験，
様々な生活経験，家庭内の仕事などにおける責任，キャリア・ポートフォリオの作成，助言を受
けることが含まれる。
さらに，障害のある生徒は自分のキャリア発達を高めるために多様なサービスを必要とする。
それらには，権利擁護，アシスティブ・テクノロジー，支援と適応，教育と訓練，キャリア・カ
ウンセリング，生態学的アセスメント，ソーシャル・スキルトレーニングなどの計画が含まれる。
企業の文化やストレスとプレッシャー，昇進の機会，その職場や職場における強化刺激を考慮し
た職務分析に基づく基礎的職務訓練と仕事とのマッチングもサービスに含まれるであろう。

Hanley-Maxwellらが行ったSzymanski の理論の紹介と意義付け（価値付け）は，文化的背景
の違いはあるものの，我が国における職業教育と移行支援サービスの理念と多くの点で重なるも
のがあり，また，取り上げられている重要な関連スキルについても様々な形で実践や支援に生か
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されてきているものと考えることができる。
③内容の系統立て
Hanley-Maxwellらは，学校におけるカリキュラムの内容と系統性に関して，
（１）基礎的スキ
ル，（２）統合スキル，
（３）適用スキル，の三観点から内容と系統立てのモデルを示している。
下記に紹介するモデルの提示に当立っては，次のように述べている。
「現在あるカリキュラムは，働くために必要なスキル領域やスキル・クラスター，特定のスキ
ルに関する包括的なリストを提供しているが，すべてを含んだものはないし，今後もないであろ
う。効果のあるカリキュラムは，生徒が大人の世界で機能するために必要となるスキルを教える
ものであるが，この大人の世界は生徒ごとに違ってくるであろう。職業関連のカリキュラムに含
むべき理想的なスキルをリストアップし尽くす方法はないので，我々は他の研究者が行っている
ようなスキルのリストをまとめる作業を反復しようとは思っていない。しかし，多くのカリキュ
ラム教材で見つかっているスキル領域やスキル・クラスターを挙げておくことは重要である。
」
「基礎的スキル」
，
「統合スキル」
，
「適用スキル」は，障害のある生徒のキャリア発達に対応す
る観点であると同時に，各スキルは，複数のスキルを包含する「スキル群」としてとらえる必要
があるであろう。その要点について整理する。
ア

基礎的スキル

「基礎的スキル」は，より複雑なスキル発達や様々な職業の基盤となる基盤となるスキルであ
り，主に小学校段階において取り組み始めるが，以降の人生の各段階においても継続して重視さ
れるスキルである。
a

アカデミックスキル：基本的に読み，書き，計算に関するスキル。

b

テクノロジースキル：コンピュータや各種機器を操作することに伴うスキル。

c

個人的ケアスキル：衣服の着脱，身支度，食事，移動，その他の日常の生活に必要な活動

（仕事に出かける準備を含む）に関するスキル。
d

コミュニケーションスキル：聞くことと話すこと（話しことば及びそれ以外の手段）に関
するスキル。例えば，指示に従うこと，指示を出すこと，質問に答えること，質問を出すこと，
援助を求めること，面接すること，批判やフィードバックを与えること等。

e

行動スキル：自己管理に発展するスキルで，指示やプロンプト，結果事態に応じること，
他の人々とふさわしい言語的または身体的接触を持つこと，適切な方法で適切な時に注目を
得ることなどに関するスキル。

イ

統合スキル

「統合スキル」は，基礎的スキルよりも複雑で，職場や生活の場における変化に個人が適応す
るために必要なスキルであり，主に中学校の前段階の時期から取り組み始め，以降の人生におい
てその質を高めていくことが求められるスキルである。
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a

ソーシャルスキル：特に，職場の人間関係の形成，維持に関するスキル（例として，スーパー
ビジョンを受け入れること，必要な時に情報や援助を求めること，建設的な批判を受け入れ
ること，相手の話を聞くこと，相手との関係においてふさわしい話し方をすることなど）
。

b

自己決定スキル：選択，意志決定，問題解決，自己理解と知識，自己調整などのスキル。

c

個人的価値基準：自尊心，責任感と依存性，倫理観などを自己内において形成すること。

ウ

適用スキル

「適用スキル」は，基礎的スキルと統合スキルにより構成され，生徒の関心やニーズ，能力，
生徒が働くことになるコミュニティ等の特性に応じて，ターゲットとなる職務やその後の教科的
学習に必要なアカデミックスキルと固有な技術的スキル，職を得て維持するのに必要なスキルな
どを含むものであり，高等学校の前段階から取り組んでいくことが重要であるとされている。
a

キャリアスキル：自己知識，職業に関する知識，キャリア計画などのスキル。

b

求職スキル：仕事を見つける，仕事を申し込む，面接する，仕事を選ぶなどのスキル。

c

一般的な職務に共通するスキルと特定の仕事に固有なスキル：例として，コンピュータ入力，
書類整理，電話の対応，コピー，丁合と製本，郵便物の整理や配送，清掃作業などのスキル，
及び職種に固有なスキル。

これらのスキルの系統性を表したものが表４である。
表４

職業的カリキュラムの系統性 （Hanley-Maxwell & Collet-Klingenberg，2004）

小学校段階

中学校段階

高等学校段階

おとなの生活

基礎的スキル
○アカデミックスキル
○個人的ケアスキル
○行動スキル
○コミュニケーション
○テクノロジー
統合スキル
○ソーシャルスキル
○自己決定スキル
○個人的価値基準
適用スキル
○キャリアスキル
○求職スキル
○一般的な職務に共通するスキルと特定の仕事に固有なスキル
※小塩訳を木村が再構成
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（３）知的障害者を教育する特別支援学校（知的障害）の各教科等においてキャリア教育に関連
が深いと考えられる事項の整理
「キャリア発達段階・内容表（試案）
」の作成に当立って，現行の学習指導要領に示されている
各教科，領域の目標・内容についてキャリア教育に関連する事項の整理を行った。言うまでもな
く，特別支援学校（知的障害）では各教科，領域で示されている目標・内容に基づき，幼児児童
生徒の実態に応じた目標を設定し，授業時数等の取扱いや指導計画の作成等に当立って配慮すべ
き事項等に即して教育課程が編成されている。各学校の教育課程編成においては，幼児児童生徒
の実態や地域の状況に応じて，教育課程編成の特例を活用した特色ある教育課程が編成されてい
るが，小・中・高等部一貫したキャリア教育を推進する上で，各教科等の目標・内容の関連性や
系統性を整理し明確にすることが重要であると考える。
①知的障害者を教育する特別支援学校の各教科の基本構造
知的障害教育では，通常の教育における各教科とは異なる独自の教科により教育課程の編成が
行われている。これらの各教科の目標・内容とキャリア教育関連事項を整理するに当たって，そ
の基本構造について確認しておきたい。
ア

知的障害者を教育する特別支援学校の各教科の考え方
知的障害者を教育する特別支援学校の各教科においては，児童生徒が自立し社会参加するた

めに必要な知識や技能，態度などを身に付けるために，障害の状態や学習上の特性を踏まえて
目標・内容が示されている。
各教科の構成と履修

知的障害のある児童生徒の学習上の特性から，各教科の内容については，生活に役たつ内容が
取り上げられ，具体的な場面で実際的な活動を通した指導や，経験を通して生活の中で活動でき
る範囲を広げ，活動をより一層高めたりすることを重視する観点から設けられている。職業に関
する教科については，中学部から取り扱うように構成されていることに留意する必要がある。
○小学部の各教科
・生活，国語，算数，音楽，図画工作，体育の６教科で構成されている。
・第１学年から第６学年を通して履修する。
○中学部の各教科
・必修教科は，国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保健体育，職業・家庭の８教科で構成さ
れている。
・選択教科は，外国語で，学校の判断で設置する。
・その他特に必要な教科を各学校の判断によって設けることができる。
○高等部の各教科
[普通教育に関する各教科]
・必修教科は，国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保健体育，職業，家庭の９教科で構成さ
れている。
・選択教科は，外国語，情報で，学校の判断で設置する。
[専門教育に関する各教科]
・家政，農業，工業，流通・サービスの４教科で構成されている。
[学校設定教科]
・特色ある教育課程の編成を行う上で，普通教科，専門教科に示された教科以外の教科を独自に
設定することができる。
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段階による内容構成

各教科の内容は，学年別に示されておらず，小学部は３段階，中学部は１段階，高等部は２段
階で示されている。学年別に示されていないことの理由は，対象とする児童生徒の学力などが，
同一学年であっても，知的発達の延滞の状態や経験の程度が様々であり，個人差が大きいためで
ある。段階を示しているのは，個々の児童生徒の実態等に即し，各教科の内容を選択し，指導し
やすくするためであるとされている。
○小学部１段階
・教師の直接的な援助を受けながら，児童が体験したり，基本的な行動の一つ一つを着実に
身に付けたりすることをねらいとする内容
○小学部２段階
・教師からの言葉かけによる援助を受けたり，教師が示した動作や動きを模倣したりするな
どして児童が基本的な行動を身に付けることをねらいとする内容
○小学部３段階
・児童が主体的に活動に取り組み，社会生活につながる行動を身に付けることをねらいとする内
容

○中学部（１段階）
・小学部３段階を踏まえ，生活経験の積み重ねを考慮して，社会生活や将来の職業生活の基盤を
育てることをねらいとする内容

○高等部１段階
・中学部段階を踏まえ，卒業後の家庭生活・社会生活・職業生活などを考慮した基礎的な内容

○高等部２段階
・高等部１段階の発展的内容

○高等部専門教科については１段階
これらの段階は，児童生徒一人一人の発達段階に即して適切な内容を選択する際の根拠を示す
ものであるが，上記下線に表したように小学部の１段階から高等部の２段階までの示し方をみる
と，小学部では，基本的な内容を着実に身に付けていく段階から，３段階では社会生活につなが
る行動の視点へと広がっている。さらに，中学部では，社会生活の視点に将来の職業生活の視点
が加わり（このため，中学部から教科「職業・家庭」が設けられている）
，高等部では，卒業後
の家庭生活・社会生活・職業生活に結びつく内容への拡大（専門教科へ）の発展性が示されてい
る。このような各段階の重点と発展性は，知的障害のあるキャリア発達形成の系統性ととらえる
ことができるものと考える。
イ

知的障害の学習上の特性を踏まえた指導の形態

知的障害教育における教育課程の編成に当立って，教科別の指導，領域別の指導及び領域・教
科を合わせた指導が適切に位置付けられ，指導計画を作成を作成する必要がある。領域・教科を
合わせた指導は，学校教育法施行規則第73条11第２項に規定される各教科等の一部または全部を
合わせて指導を行うことのできる指導の形態であり，日常生活の指導，遊びの指導，生活単元学
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習，作業学習などが代表的である。現行の学習指導要領解説では，
「一般に知的発達の状態が未
分化であれば，総合的な活動，すなわち領域・教科を合わせた指導の必要性が高くなり，他方知
的機能の分化の程度が高くなるに従って各教科等別に指導できることとなる」とされているが，
知的障害教育において領域・教科を合わせた指導を重視するのは，知的障害の特徴や学習上の特
性から，「生活に結びついた実際的で具体的な活動を学習活動の中心にすえ，実際的な状況下で
指導する」，「生活の課題に沿った多様な生活経験を通して，日々の生活の質が高まるように指導
する」，「できる限り成功経験を多くするとともに，自発的・自主的活動を大切にし，主体的活動
を助長する」などの意義があり，どの学部段階であっても重視する必要がある。
また，各教科の内容を教科別に指導する場合であっても，各教科で示されている内容を児童生
徒の生活と遊離した活動で断片的に指導することは避けなければならない。知的障害の特徴や学
習上の特性に応じるための上記の観点は，教科別の指導・領域別の指導にも生かされなければな
らない点に留意する必要がある。
②各教科等の目標，内容におけるキャリア教育に関連が深いと考えられる事項
学習指導要領解説において，各教科の内容を構成するに当立っての観点が解説されている。
例えば，小学部「生活」科では11観点，算数では３観点，などである。
以下の表は，各教科の内容構成の観点のうち，特にキャリア教育に関連が深いと考えられる観
点を挙げたものである。知的障害の各教科の目標，内容は，そのすべてがキャリア発達の形成に
影響を及ぼすが，キャリア教育の系統的な指導計画を作成するための指標として参考にするため
整理したものである。

小学部
生活

表５

キャリア教育に関連が深いと考えられる内容構成の観点

○基本的生活習慣

○健康・安全

○きまり

○自然

○金銭

国語

○聞く・話す

○読む

算数

○数量の基礎

○数と計算

音楽

○音楽遊び

図画工作
体育

○社会の仕組み

○役割

○公共施設

○実務

○身体表現

○造形遊び

○運動遊び

○交際

○書く

○鑑賞

○材料・用具

○遊び

○器楽

○表現

○歌唱

○鑑賞

○きまり・安全

中学部
国語
社会

○聞く・話す

○読む

○集団生活のきまり

○書く
○公共施設

○地域の様子や社会の変化

数学

○数と計算

理科

○人体

○生物

音楽

○鑑賞

○身体表現

○社会のできごと

○外国の様子

○実務
○事物や機械
○器楽

○自然
○歌唱

－39－

○鑑賞

○手伝い・仕事

美術
保健体育
職業・家庭

○表現

○材料・遊具

○鑑賞

○いろいろな運動

○きまり

○働くことの意義

○職業に関する基礎的な知識

○産業現場等における実習

○保健
○家庭の役割

○道具や機械

○役割

○家庭に関する基礎的な事項

○情報，余暇
外国語

○英語への興味や関心

○英語の表現への興味や関心

国語

○聞く・話す

○書く

社会

○集団生活と役割・責任

○英語での表現

高等部
○読む

○我が国の地理・歴史

○きまり

○社会的事象

○数と計算

理科

○人体

○生物

音楽

○鑑賞

○身体表現

美術

○表現

○材料・用具

○外国の様子

数学

○実務
○事物や機械
○器楽

○自然
○歌唱

○鑑賞

保健体育

○いろいろな運動

○きまり

職業

○働くことの意義

○道具や機械

○保健

○産業現場等における実習
家庭

○公共施設

○家庭の役割

○役割

○職業に関する知識

○健康管理・余暇

○消費と余暇

○機械・情報機器

○家庭生活に関する事項

○保育・看護

○道具や器具
外国語
情報

○会話

○英語で語や句の意味

○情報やコンピュータなどの役割
○ソフトウェアの操作と活用

家政

○実習への参加
○実習への参加

○通信

○知識と技術の習得

○器具や機械等の操作
農業

○機器の操作

○家庭に関する各分野

○知識と技術の習得

○器具や機械等の操作

○農業に関する各分野
工業

○実習への参加

○知識と技術の習得

○工具や機械等の操作
流通・サー
ビス

○実習への参加

○工業に関する各分野

○知識と技術の習得

○器具や機械等の操作

○流通・サービスに関する各分野

なお，これらの観点の具体的な目標，内容は，巻末の資料に掲載した。
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（４）その他の研究
知的障害教育におけるキャリア教育に関連する研究等の中から，以下の３つの取組について紹
介する。
第一に，京都市における「生き方探求教育」
（キャリア教育京都市スタンダード〈試案〉
）にお
ける「生き方を考え，生きる力をはぐくむ[生き方探求教育]に関連する教科・領域の活動(例)」
総合養護学校編である（表６）。このモデルでは，小学校，中学校，高等学校，総合養護学校（平
成19年度から総合支援学校）における「キャリア発達にかかわる力」を，
「共生」
「自立」の観点
から「人と共に生きる力（人間関係形成能力）
」
「社会で共に生きる力（社会参画能力）
」
「よりよ
く判断する力（意思決定能力）
」
「情報を集め活用する力（情報活用能力）
」
「自己の夢をつくり上
げる力（自己理解・将来設計能力）
」の５つの能力領域において構成し，それぞれの領域におい
て各３観点（ただし「自己の夢をつくり上げる力（自己理解・将来設計能力）
」については５観点）
の「キャリア発達にかかわる力」を示している。表６は，総合養護学校（総合支援学校）のモデ
ルであるが，総合養護学校（総合支援学校）高等部を対象として作成されたものであり，関連す
る教科・領域については，普通教育に関する教科・領域の活動例があげられている。このモデル
は，すべての学校種において共通する能力領域の枠組みにおいて教科・領域の活動例を示してい
るものであり，地域全体で組織的なキャリア教育を推進するためのモデルとして考えることがで
きる。
第二に，大南英明氏の「進路指導の指導内容例」９ ）である（表７）。大南氏は，
「生徒がそれぞ
れの能力・適性に応じた進路を選択して，自立し，社会参加をして，豊かな生活を営んでいける
ように学校及び関係者が支援することが進路指導である」としている。さらに，
「進路指導は，
卒業を間近にひかえた時期にのみ行うものではなく，小学部，小学校の高学年頃から，計画的，
継続的に進めるもの」とし，表７の進路指導の指導内容例を示している。この進路指導の指導内
容例では，「自己理解」
「職業・進路先の理解」
「啓発的経験」
「職業観の育成」
「進路の設計」
「進
路先への適応」の６つの観点から，養護学校小学部と小学校特殊学級，養護学校中学部と中学校
特殊学級，養護学校高等部と高等学校の各段階において重視する内容が示されており，小・中・
高等部における系統性のある進路指導の内容モデルと考えることができる。
第三に，静岡県特別支援教育進路指導協議会で作成した「働くこと」に関する小・中・高等部
の押さえ」（表８）である。表８では，小学部，中学部，高等部における「働くこと」に関する
指導の段階（ステージ）を共通の指標で整理しており，
「基本的生活習慣・基本的な生活」
「物事
への意欲，社会性」
「より良い人間関係」の共通観点から具体的内容を示している。このような
取組は少なくないものと思われるが，上記のような共通の観点によるとらえ方の整理は，系統性
を確保する上で重要な重要なモデルの一つであると考えることができる。
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表６ 「生き方を考え生きる力をはぐくむ「生き方探求教育」に関連する教科・領域の活動（例）
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表７

自己理解

各学部における進路指導の指導内容（例）
（大南，1999）
養護学校小学部

養護学校中学部

養護学校高等部

小学校特殊学級

中学校特殊学級

高等学校

自分の長所，短所

自分の興味・関心

特徴

能力・適性

自己の特徴と吟味
個性・ 適性の具現化と
自己実現
企業， 作業所等の進路

職業・進路先の理解

身近な仕事

働く人々の理解

先の理解
卒業後の進路について

啓発的経験

進路先の見学現場実習

人と仕事

青年期の生き方

勤労の尊さ

仕事と人生・生きがい

作業学習

作業学習，職業教育

私の夢

進路と希望

進路設計，進路決定

高学年の心構え

中学生としての自覚

高校生としての自覚

対人関係の充実

対人関係の拡大

新しい進路への準備

家事の手伝い

職業観の育成

身近な人々の手伝い

進路の設計
進路先への適応

表８

卒業生の職場等の見学

｢働くこと｣ に関する小・中・高等部の押さえ（静岡県特殊教育進路指導協議会，2002）
小

学

部

中

学

部

高

等

部

[働くこと]に関しての押さえ

[働くこと]に関しての押さえ

[働くこと]に関しての押さえ

・ その人なりに働くことが大

・自己を中心としたステージ

・ 自分の将来を具体的に考

切。 働くことの準備は小さ

から他との関わりを大切に

いときから始まっている。

しなければならないステー

え，努力していくステージ。

ジになる。
【基本的生活習慣】
・自分でやること
・ルールを守ること
・日常の挨拶，返事
【物事への意欲，社会性】
・繰 り返しの経験， 多くの経
験
・自分でやり遂げる経験

【基本的な生活】
・い つでもどこでも確実に行
う

【基本的な生活】
・清潔感のある身だしなみ
・気持ちの良い言動

・社会的なルールを守る
【物事への意欲，社会性】
・役 割や他のために仕事をす
る喜び

・必要なことを伝える
【物事への意欲，社会性】
・責任をもった仕事振り
・向上への努力

・継続して行う経験

・耐えられる気力，体力

・働くことに対する興味
【より良い人間関係】

【より良い人間関係】

【より良い人間関係】

・仲良く遊ぶこと

・思いやりをもった言動

・場に合った言動

・素直な気持ち

・責任ある行動

・社 会生活を送るための知識

・善悪の判断

・良い判断

の獲得
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３

知的障害のある児童生徒の「キャリア発達段階・内容表（試案）
」の作成

上記２で紹介した研究等を踏まえ，知的障害者のある児童生徒の「キャリア発達段階・内容表
（試案）」の枠組みを以下のように考え，作成した。
（１）知的障害のある児童生徒の「キャリア発達段階・内容表（試案）
」の作成手続き
本「キャリア発達段階・内容表（試案）
」の作成に当立っては，このような枠組みを作成する
意義や活用を視野に入れた検討が必要であった。このため，平成18年度の研究においては，研究
協力者及び研究協力校の代表者，本研究所研究分担者による研究協議会（研究協力校訪問時の協
議を含む）において，研究協力校の実践に関する情報収集と整理，職業教育・進路指導充実の観
点からキャリア教育の視点で一貫性・系統性を諮るための「キャリア発達段階・内容表（試案）」
作成の意義， 活用の視点等の検討及びこれに基づいた枠組みの試案作成を中心として取り組ん
だ。 平成19年度は， 試案観点に基づいたキャリア発達の押さえ， 各観点の具体的検討を中心に
「キャリア発達段階・内容表（試案）
」の作成を進めた。

「キャリア発達段階・内容表（試案）」の作成意義，活用の視点等の検討
（職業教育・進路指導の課題，キャリア教育の概念・方向性）

研究協力校の実践，知的障害の各教科の系統性，米国の研究等

キャリア発達段階・内容表（試案）の枠組み及び観点素案

研究協力校の実践をベースにした観点検討

「キャリア発達段階・内容表（試案）」の作成，活用の視点の整理

（２）知的障害のある児童生徒の「キャリア発達段階・内容表（試案）
」の枠組み
本「キャリア発達段階・内容表（試案）
」の枠組みは，国立教育政策研究所生徒指導研究セン
ターの「職業観・勤労観を育む学習プログラムの枠組み（例）
」６）を参考にした。
この枠組みでは，横軸に「職業的（進路）発達の段階」と「職業的（進路）発達課題」を設け，
縦軸に「職業的（進路）発達にかかわる諸能力」を「人間関係形成能力」
「情報活用能力」
「将来
設計能力」「意思決定能力」の４領域で示し，構造化している。本「キャリア発達段階・内容表
（試案）」は，基本的にはこの枠組みに準じている。さらに知的障害教育において活用できる枠組
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みとするために，以下に詳述する
（３）
～
（４）
の考え方を取り入れて試案を作成した。
（※表13

知的障害のある児童生徒の「キャリア発達段階・内容表
（試案）
（全体構造図）を第三章

の最後に掲載したので参照いただきたい」
）
（３）「キャリア発達の段階」と「発達課題」
「職業観・ 勤労観を育む学習プログラムの枠組み（例）
」 ６） の「職業的（進路） 発達の段階」
としている事項において，示されている学校種ごとの段階の内容を踏まえ，Hanley-Maxwellら
が整理した「基礎的スキル」
，
「統合スキル」
，
「適用スキル」の概念を，知的障害の各教科の段階
（小学部３段階，中学部１段階，高等部２段階で示されている段階の程度）と照らし合わせて，
「キャリア発達の段階」として整理した。
さらに，各学部におけるキャリア発達の段階についての解説，及びこの段階にかかわる発達課
題について特に重視すべき事項について整理し，
「キャリア発達段階の解読と発達課題」に示し
た。
小学部（小学校）
，中学部（中学校）
，高等部の各段階における「キャリア教育の段階」と「キャ
リア発達段階の解説と発達課題」は，次のようにとらえた。
（注）小・中学部段階で，
（小学校）
（中学校）としたのは，小学校特別支援学級，中学校特別支援学級で
の活用を想定していることによる。

小学部（小学校）段階
【キャリア発達の段階】
○職業及び生活にかかわる基礎的な力を獲得する時期
【キャリア発達段階の解説と発達課題】
○小学部段階は，発達としては未分化な側面を有するが，職業及び家庭・地域生活に関する基
礎的スキルの習得と意欲を育て，後の柔軟性に必要な統合スキル習得の始まりの時期である。
○キャリア発達の視点からは，学校及び生活に関連する諸活動のすべてにおいて自発性と意欲
を育て，遊びから目的が明確な活動へ，扱われる素材が身近なものから地域にある素材へ，
援助による活動から自主的・自立的活動へと発展しながら全人的発達をとげる時期であり，
働くことに対する夢や期待を育てる時期である。

中学部（中学校）段階
【キャリア発達の段階】
○職業及び生活にかかわる基礎的な力を土台に，それらを統合して働くことに応用する力を獲得
する時期
【キャリア発達段階の解説と発達課題】
○中学部段階は，小学部段階で積み上げてきた基礎的なスキルを，職場（働くこと）や生活の
場において，変化に対応することも含めて般化できる力を高めていく時期である。
○キャリア発達の視点からは，職業生活に必要な自己及び他者理解（自らのよさや仲間のよさ）
を深め，実際的な職業体験を通じて自らの適性に気付き，やりがいや充実感の体感を通して，
職業の意義，価値を知ることを学ぶ時期である。また，自己の判断による進路選択を経験す
る時期でもある。
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高等部段階
【キャリア発達の段階】
○職業及び卒業後の家庭生活に必要なスキルを実際に働く生活を想定して具体的に適用するため
の力を獲得する時期
【キャリア発達段階の解説と発達課題】
○高等部段階は，中学部段階で培ってきた統合スキルを土台に，実際に企業等で働くことを前
提にした継続的な職業体験を通して，職業関連知識・技術を得るとともに，職業選択及び移
行準備の時期である。
○キャリア発達の視点からは，自らの適性の理解ややりがいなどに基づいた意志決定，働くこ
との知識・技術の獲得と職業に従事するために必要な態度及び習慣の形成，必要な支援を適
切に求め，指示・助言を理解し実行する力の育成，経済生活に必要な知識と体験，余暇の活
用の在り方等を学ぶ時期である
なお，「キャリア発達」については，文部科学省の「小学校・中学校・高等学校

キャリア教

育の手引」（2006）において，D.E.スーパーの「ライフ・キャリアの虹」の理論に基づき，人は
誕生から乳幼児期，青年期，青年期，そして老年期を通して，その時期にふさわしい適応能力，
つまり環境に効果的あるいは有能に相互交渉する能力や態度を形成し，その中で，社会との相互
関係を保ちつつ自分らしい生き方を展望し，実現していく過程が「キャリア発達」であるとして
いる。このように，キャリア発達は人の生涯を通じて形成されるものであり，ここに挙げた段階
は，乳幼児期または成人期との連続性においてとらえる必要があるものと考える。
（４）－１「職業的（進路）発達にかかわる諸能力」と「領域にかかわるスキル」
「職業観・勤労観を育む学習プログラムの枠組み(例)」では，
「職業的（進路）発達にかかわる
諸能力」を４領域で区分し，その領域解説と領域にかかわる２観点ずつの能力解説がなされてい
る。 また，「職業的（進路） 発達を促すために育成することが期待される具体的な能力・ 態度」
に関する内容が，小学校（低・中・高学年）
，中学校，高等学校ごとに示されている。
本「キャリア発達段階・内容表（試案）
」では，
「人間関係形成能力」
「情報活用能力」
「将来設
計能力」「意思決定能力」の４領域については基本的に準ずることとしたが，各学部ごとに示す
内容については「各学部において育てたい力」と押さえ，これらにかかわる能力については，
「領
域にかかわるスキル」として押さえた。
「職業観・勤労観を育む学習プログラムの枠組み(例)」で示された「人間関係形成能力」
「情報
活用能力」「将来設計能力」
「意思決定能力」の４つの能力領域は，
「職業教育・進路指導に関す
る基礎的研究」７） で開発されたモデルに基づいて検討，整理されたものであることは先に述べた
とおりであるが，ここでいう「能力」とは「competency」のことであり，competencyとは「あ
る課題への対処能力のことで，訓練によって習熟するものという意味を内包している」考え方で
あり，「この言葉を使う背景としては，
『できるかどうか』
『可能性があるかどうか』という個人
の現能力を重視する姿勢ではなく，
『訓練で習熟させられる』
，
『一緒に努力すればできるように
なる』という『育成』の姿勢がある」と解説している。
このような「能力」 の育成に当立っては， 知的障害教育においては， 児童生徒の適応行動
に制約があることと関連づけて考える必要がある。 表９は，AAMR（米国精神遅滞協会， 現
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AAIDD） の第10版で示されている適応行動の概念

表９ AAMR第10版による適応行動の概念

である。

【概念的適応スキル】

ここでは，適応行動を概念的，社会的及び実用的
スキルととらえ，生活に関する中心的スキルが挙げ
られているが， これらの制約を踏まえて行う「能
力」の育成は，実際的・体験的活動を通して生活の
諸活動に生きる具体的なスキルを主体的に学ぶこと
ができるようにすることが重要であり，このような
考え方に基づいて，各領域の能力のとらえ方に関し
て「領域にかかわるスキル」として整理することに

・言語（受容言語と表出言語）
・読み書き
・お金の概念
・自己管理
【社会的適応スキル】
・対人関係
・責任
・自尊心
・ 騙されやすさ（gullibility:人に誤魔化
されたり操られたりしやすい）

した。
「職業的（進路）発達にかかわる諸能力」及び「領
域にかかわるスキル」のとらえ方については，表２
に示した。

・純真
・規則を守る
・遵法
・被害者となることを避ける
【実用的適応スキル】

（４）－２

４つの領域における「各学部において育

てたい力」の観点と各学部における系統性
「各学部において育てたい力」 は， 小学部で13観
点，中学部で17観点，高等部で18観点を示した。こ
れらの観点は，知的障害教育におけるキャリア教育

・日常生活活動（食事，移動/可動性，
排泄，着衣）
・日常生活に有用な活動（食事準備，
家事，乗り物，服薬，電話の使用）
・職業スキル
・安全な環境の維持

を推進する上で，重要度が高いと考えられた観点と
して挙げたものである。
（２）で述べたように，知的障害のある児童生徒の教育に当立っては，
実際的・体験的活動を通して生活の諸活動に生きる具体的なスキルを学ぶことが必要であり，４
領域ごとに「各学部において育てたい力」として示した観点は，
「スキル群」
（関連スキルのまと
まり）としてとらえたものである。
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表10

職業的（進路）発達における諸能力（領域）と領域にかかわるスキル
領

域

説

明

領域にかかわるスキル

人間関係形成能力

他者の個性を尊重し，自己の個

具体的な活動を通して， 自分や他者のよい点を知

性を発揮しながら様々な人々とコ

り，学校教育における諸活動をより良く展開していく

ミュニケーションを図り， 協力・ ために必要な人とのかかわりを形成するとともに，協
共同してものごとに取り組む。

力・共同して集団活動における役割を果たすためのス
キルを身に付ける。
また，社会生活を送る上で必要となる適切な意思表
現の力を高め，社会生活における様々な活動に参加す
るために，場や状況に応じて適切に行動するスキルを
身に付ける。

情報活用能力

学ぶこと・働くことの意義や役

それぞれの職業が人々の生活にとって欠かせないも

割及びその多様性を理解し，幅広

のであることを実際的な活動を通して理解するととも

く情報を活用して，自己の進路や

に， 自らにとって興味のある活動や職業等に関して

生き方の選択に生かす。

様々な情報を収集し，活用するスキルを獲得する。
また，労働の対価としての報酬の価値に気づき，社
会生活を営む上で必要なルールの理解とそれに沿って
行動するスキル，及び社会の様々な制度の理解とそれ
らを活用するために必要なスキルを身に付ける。

将来設計能力

夢や希望を持って将来の生き方

職業に対する憧れをもち，様々な活動において達成

や生活を考え，社会の現実を踏ま

感や充実感をもつ経験を積み重ねることを通して，新

えながら，前向きに自己の将来を

しい生活や働くことに期待をもつ。

設計する。

また，職業や社会の中で自立した生活を送るために
必要な役割遂行のスキル，及び職業生活に必要な習慣
形成のためのスキルを身に付ける。

意思決定能力

自らの意志と責任でよりよい選

選択肢の意味を理解して選択・決定するスキルを身

択，決定を行うとともに，その過

に付けるとともに，選択に伴って実行することを通し

程での課題や葛藤に積極的に取り

て責任を果たすことの意味を理解する。

組み克服する。

また，課題解決する力を育てるために，自らの判断
で目標を決めること，及び結果に対して自ら評価する
ためのスキルを身に付け，葛藤場面に対しては，様々
な選択肢があることを理解し，より良い選択を目指す
態度を身に付ける。

※４つの能力領域の領域説明は，国立教育政策研究所生徒指導研究センターの「職業観・勤労
観を育む学習プログラムの枠組み（例）
」と同様である。
（４）－３

領域ごとの観点及び各学部間の系統性

「キャリア発達段階・内容表（試案）
」では，各学部のキャリア発達の段階ごとに，４領域のそ
れぞれに対応し，かつキャリア発達の形成に重要であると考えられた観点を表11に整理した。
この観点は，
「人間関係形成能力」では，８観点，
「情報活用能力」では９観点，
「将来設計能
力」，５観点，
「意思決定能力」では６観点であり，また，各学部段階でみると小学部13観点，中
学部17観点，高等部で18観点となっている。
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表11

知的障害のある児童生徒の「キャリア発達段階・内容表（試案）
」の各能力領域における観
点とその系統性

小学部（小学校）
○小学部教育の目標

各
教 ・小学部の各教科
科 ・小学校道徳の目標
等 ・小学校特別活動の目標
・自立活動
人
間
人とのかかわり
関 幼
係 児 集団参加
形 期 意思表現
成 か 挨拶・清潔・身だし
能 ら なみ
力 の
遊
情 び 様々な情報への関心
報 を 社会のきまり
活 中 金銭の扱い
用 心 役割の理解と
能 と 分担
力 し
た
将 発
来 達 習慣形成
設 全 夢や希望
計 体
能 の
力 促
進
意
思
目標設定
決
選択
定
振り返り
能
力

中学部（中学校）
○中学部教育の目標

高 等 部
○高等部教育の目標

卒業後の生活

・中学部の各教科
・高等部の各教科
・中学校道徳の目標
・高等部道徳の目標
・中学校特別活動の目標 ・高等学校特別活動の目標
自己理解
他者理解
協力・共同
場に応じた言動

情報収集と活用
金銭の管理
働くことの意義

社会のルールと制度の理解
消費生活の理解

役割の理解と実行
生きがい・やりがい
進路計画

選択（決定，責任）
肯定的な自己評価

自己調整

「職業観・勤労観を育む学習プログラムの枠組み(例)」の各領域で示されている能力は，本章２
－（１）－③のこの枠組み（例）の活用に関する項で触れたように，これらは相互に深く影響を与
え合うものであり，特定の能力の伸長を図るという考え方ではなく，すべての段階（学年）にお
いて４つの能力全体を総合的に発達させることを目指すものとしており，
「キャリア発達段階・
内容表（試案）
」で示した各観点についても同様の考え方に立っている。
併せて，この後に述べる活用の視点（６－
（２）
）にあるように，キャリア発達を一人一人に即
してとらえ，その教育的ニーズに応じた適切な支援を行うために「個別の教育支援計画」へ反映
させることを意図していることから，それぞれの観点のつながりの例を示すことについても重要
であると考え，表11のような系統性の案について整理した。
なお，小学部段階に４つの領域を横断する形で「幼児期からの遊びを中心とした発達全体の促
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進」としているのは，先に述べたように，キャリア発達は生涯を通じて形成されるものであり，
小学部の前期では，幼児期からの連続性を踏まえてとらえる必要があることを示しているもので
ある。特に，幼児期においては遊びが生活の中心であり，
「遊びは遊ぶこと自体が目的であって，
人の役に立つ何らかの成果を生み出すことが目的ではない。しかし，幼児の遊びには幼児の成長
や発達にとって重要な体験が多く含まれている。
」1 0） とされ，特別支援学校の小学部において発
達が未分化な段階の児童の学習活動として「遊びの指導」が行われているように，遊びに取り組
むことがこの時期の児童のキャリア発達形成に重要であることを示すものである。このことは，
先に紹介したHanley-Maxwellらが「遊びが職業パーソナリティの発達を豊かに」すると指摘し
ていることと共通する概念である。
また，各観点の系統性として，
「卒業後の生活」まで系統の矢印を引いていることは，キャリ
ア発達形成が卒業後の生活へと移行し，その時期のキャリア発達形成支援へと受け継がれていく
必要性を示したものである。
（５）各観点の解説と観点の趣旨を踏まえた指導・支援の考え方（実践に活用する際の例）
（４）で述べた各観点の系統性を踏まえ，
「人間関係形成能力」
「情報活用能力」
「将来設計能力」
「意思決定能力」の４領域における各観点設定の趣旨及び小・中・高等部の各段階における重点
について，以下に解説した（表12）
。また，観点のいくつかについては，研究協力校の取組等から，
それそれの観点にかかわりの深いと考えられた実践の例を加えた。
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表12

知的障害のある児童生徒のキャリア発達段階・内容表（試案）における４領域の観点解説

【人間関係形成能力】
ዊቇㇱ㧔ዊቇᩞ㧕
ੱߣߩ߆߆ࠊࠅ

ਛቇㇱ㧔ਛቇᩞ㧕

㜞╬ㇱ

⥄Ꮖℂ⸃
ઁ⠪ℂ⸃
ੱߣߩ߆߆ࠊࠅ

ዊቇㇱ㧦⥄ಽߩ㐳ᚲ
٤⥄ಽߩᅢ߈ߥ߽ߩ㧘ᅢ߈ߥߎߣࠍ߽ߟޕ
٤㆐ߣᵴേߔࠆਛߢ⥄ಽߩ⦟ߣߎࠈ߿ᓧᗧߥߎߣࠍߟߌࠆ⥄ޕಽࠄߒߐࠍ⊒ើ
ߒ㧘ߩ߮ߩ߮ߣᵴേߔࠆޕ

㆐ߩ㐳ᚲ
٤㆐ߣખ⦟ߊㆆ߱ޕ
٤㆐ࠍ㧘㆐ߩ⦟ߐߦ᳇ઃߊޕ
ޞ⺑⸃ޝ
ዊቇㇱᲑ㓏ߢߪ㆐ߣߦᵴേߔࠆਛߢ⥄ޟಽߩ㐳ᚲޠ㧘ߔߥࠊߜ㆐ᚑߢ߈ߚߎߣࠍ༑߮㧘⥄ࠄߩᓧᗧߥߎ
ߣߦ᳇ઃߡߊߎߣ߇ᄢಾߦߥࠆޕᅢ߈ߥߎߣࠍ߽ߟߎߣߪ㧘ᗧᕁቯ⢻ജߩޟㆬᛯޕࠆ߇ߥߟߦޠ㜞ቇ
ᐕߢߪ㧘⥄ಽߩ⦟ߐ߿น⢻ᕈߥߤߦ᳇ઃ߈㧘Ṽὼߣߒߥ߇ࠄ߽ࠠࡖࠕࡈࠔࡦ࠲ࠫ㧔᧪ߩᄞ߿Ꮧᦸ㧕ࠍ
ឬ߈㧘᧪ߦ⋡ࠍะߌࠆᯏળߥߤࠍ⸳ߌࠆߎߣ߽ᄢಾߢࠆޕ
߹ߚ㧘㆐ߣ߆߆ࠊߞߡㆆࠎߛࠅ㧘ㅴࠎߢ㓸࿅ᵴേߦෳടߒߚࠅߔࠆਛߢ㧘ࠈࠈߥ㆐߇ࠆߎߣࠍ
⍮ࠅ㧘㆐ߩ⦟ߣߎࠈ߿⥄ಽߣ㆑߁ߣߎࠈࠍࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߥ߈߆ߌ߇ᄢಾߢࠆޕ

⥄Ꮖℂ⸃

ਛቇㇱ㧦㆐ᚑᗵߦၮߠߊ⢐ቯ⊛ߥ⥄Ꮖℂ⸃
٤ޟಽ߆ߞߚ߁ߣޠߚ߈ߢޟޠ㛎ߩਛߢ⥄Ꮖ↪ᗵࠍᓧࠆޕ

㜞╬ㇱ㧦⡯ᬺߣߩ㑐ଥߦ߅ߌࠆ⥄Ꮖℂ⸃
٤↥ᬺ႐╬ߦ߅ߌࠆታ⠌╬ታ㓙⊛ߥ⡯ᬺ㛎ࠍㅢߒߡ㧘⥄Ꮖߩ⢻ജ߿ㆡᕈࠍ⍮ࠆޕ
ޞ⺑⸃ޝ
⥄ޟᏆℂ⸃ߪޠ㧘⥄Ꮖߩㆡᕈߦ᳇ߠ߈ߘࠇࠄࠍ⊒ើߒિ߫ߔߎߣ߮ࠍㆀⴕߔࠆߚߦᔅⷐߥઁ⠪ߣ
ߩ㑐ଥᒻᚑࠍ࿑ࠆߎߣߩ㊀ⷐᕈࠍ␜ߔⷰὐߢࠆޕ
㜞╬ㇱᲑ㓏ߢ⥄Ꮖℂ⸃ࠍᷓࠆߚߦ㧘ਛቇㇱᲑ㓏ߢޟ㆐ᚑᗵߦၮߠߊ⢐ቯ⊛ߥ⥄Ꮖℂ⸃߇ޠᔅⷐߦߥࠆޕ
ޟಽ߆ߞߚ߁ߣޠߚ߈ߢޟޠ㆐ᚑᗵߦၮߠߡ⥄ାࠍᜬߜ㧘⥄ࠄࠍ⢐ቯ⊛ߦℂ⸃ߔࠆ⚻㛎ࠍⓍߺ㊀ߨࠆߎߣ
ߢ㧘⥄Ꮖ↪ᗵࠍ㜞ߡߊߣ߁ߎߣߢࠆޕ⡯ᬺኅᐸ߿ᬺቇ⠌ߥߤߢ㧘㆐ᚑᗵ߿ᚑዞᗵࠍ߽ߞߡ
ߊᵴേࠍ߿ࠅㆀߍࠆߎߣࠍㅢߒߡ㧘ߊߎߣߦ㑐ᔃ߇ᜬߡࠆࠃ߁ߦߔࠆߎߣ߇ਛቇㇱᲑ㓏ߢߪ㊀ⷐߦߥࠆޕ
㜞╬ㇱᲑ㓏ߢߪޟ⡯ᬺߣߩ㑐ㅪߦ߅ߌࠆ⥄Ꮖℂ⸃ࠍޠ⢒ߡࠆߎߣ߇ᄢಾߢࠆޟޕ⡯ᬺߣߩ㑐ㅪߦ߅ߌࠆ⥄
Ꮖℂ⸃ߪߣޠ㧘↥ᬺ႐╬ߦ߅ߌࠆታ⠌ߥߤታ㓙⊛ߥ⡯ᬺ㛎ࠍㅢߒߡ㧘ߊߎߣߦ㑐ߔࠆ⥄ࠄߩജ߿ㆡᕈ
ࠍ⍮ࠆߎߣߢࠆޕ㆐ᚑᗵ߿ᚑዞᗵ߇߽ߡࠆࠃ߁ߥ㛎ߩⓍߺ㊀ߨ߇⢐ቯ⊛ߥ⥄Ꮖℂ⸃߳ߣߟߥ߇ࠅ㧘⢐ቯ
⊛ߥ⥄Ꮖ⹏ଔࠍᄢಾߦߔࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆޕታ⠌ߩᣣ╬ࠍᵴ↪ߒߡ⥄Ꮖࠍᝄࠅߞߚࠅ㧘ႎ๔ળߢ⊒
ߔࠆᯏળࠍ⸳ߌߚࠅߔࠆߎߣ߽ᄢಾߢࠆޕታ⠌ߥߤ㛎⊛ߥᵴേࠍⴕ߁ߢߪߥࠎߎޟࠍ߿ߞߡߺߚ
߁ߣޠߊߎߣ߳ߩᗧ᰼ࠍߒߞ߆ࠅ߽ߞߡ⥃ߺ㧘ߎࠇࠄߩⶄᢙߩ㛎ࠍ⸳ߌࠆߎߣߢ㛎ߩࠍน⢻ߥ
㒢ࠅᐢߍࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆޕ

ઁ⠪ℂ⸃

ਛቇㇱ㧦⋧ᚻߩ᳇ᜬߜ߿⠨߃㧘┙႐ߩℂ⸃
٤⥄ಽߣ⋧ᚻߩ㆑ߦ᳇ઃߊޕ
٤⥄ಽߩ⸒േ߇⋧ᚻߦ߷ߔᓇ㗀ߦߟߡ⍮ࠆޕ

㜞╬ㇱ㧦ઁ⠪ߩ⠨߃㧘ᕈߩℂ⸃
٤ઁ⠪ߩ⠨߃߿ᕈࠍℂ⸃ߒ㧘⥄ಽߣߩᏅ⇣ࠍߥ߇ࠄ߽ฃኈߔࠆޕ
ޞ⺑⸃ޝ
ઁ⠪ߣߩᦸ߹ߒੱ㑆㑐ଥࠍ▽ߊߚߦߪ㧘⋧ᚻߣ⥄ಽߣߩ㑐ଥߦ᳇ߠ߈㧘ઁ⠪ߣߩㅢὐ߿Ꮕ⇣ࠍℂ⸃
ߔࠆߎߣ߇ᄢಾߢࠆઁޟޕ⠪ℂ⸃ߪޠᓎഀℂ⸃߿දജ㑐ଥߣ㑐ଥߒߥ߇ࠄᷓ߹ߞߡߊⷰὐߢࠆޕ
ਛቇㇱᲑ㓏ߢߪ㧘⋧ᚻߩ᳇ᜬߜ߿⠨߃㧘┙႐ࠍ⠨߃ࠆߎߣ߇ᄢಾߦߥࠆ⥄ޕಽߩ⠨߃߿ᗧࠍᜬߜ㧘ખ㑆
ߣߒว߁ਛߢ㧘⋧ᚻߩᗧࠍ⡞߈㧘⋧ᚻߩ⠨߃߿┙႐ࠍℂ⸃ߔࠆ⥄ޕಽ߇ߎࠎߥ⸒േࠍߣߞߚࠄ⋧ᚻߪߤ
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߁ᕁ߁߆ߣ߁⥄ಽߩ⸒േߩᓇ㗀ߦߟߡ⠨߃ࠆᯏળࠍ⸳ߌࠆߎߣ߽ᄢಾߢࠆޕ
㜞╬ㇱᲑ㓏ߢߪઁ⠪ߩ⠨߃߿ᕈࠍℂ⸃ߒ㧘⥄ಽߣߩᏅ⇣ࠍࠆߎߣ߇ᄢಾߦߥࠆޕవヘߩࠍ⡞ߚ
ࠅ㧘ઁ⠪ߣㅴ〝ߦߟߡߒวߞߚࠅߔࠆਛߢ㧘⥄ಽߣߩᏅ⇣߿ㅢὐ߇ಽ߆ࠅ㧘ߘࠇࠄࠍℂ⸃ߔࠆߎߣߢ㧘
⥄ಽߩ⠨߃߿ଔ୯ⷰ߇⏕ߦߥߞߡߊࠆߚ߹ޕ㧘ઁ⠪ߩ┙႐߿⠨߃ࠍౕ⊛ߦ⠨߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ႐ߣߒߡ㧘
ࡠ࡞ࡊ߽ࠗലߢࠆޕ

ዊቇㇱ㧔ዊቇᩞ㧕

ਛቇㇱ㧔ਛቇᩞ㧕

㓸࿅ෳട

㜞╬ㇱ
ද ജ   ห

㓸࿅ෳട

ዊቇㇱ㧦ᄢੱ߿㆐ߣߩ߿ࠅߣࠅߣ㓸࿅ᵴേ߳ߩෳട
٤ㅴࠎߢ㓸࿅ᵴേߦෳട㧘ᢎᏧ߿㆐ߣߩ㑐ଥࠍ▽߈ߥ߇ࠄᵴേߔࠆޕ
ޞ⺑⸃ޝ
ዊቇㇱૐቇᐕᲑ㓏ߢߪ㧘ㆆ߮ߩਛߢᢎᏧߣఽ┬㧘ఽ┬ห჻ߩ߆߆ࠊࠅࠍ߽ߟߎߣ߇ᄢಾߢࠆޕ㜞ቇᐕᲑ
㓏ߢߪ㧘ㅴࠎߢ㓸࿅ቇ⠌ߦෳടߒ㧘㓸࿅ౝߢઁ⠪ߩⴕേࠍ⥄ಽߩⴕേߩࡕ࠺࡞ߦߒߚࠅ㧘㓸࿅ߦวࠊߖߡⴕ
േߒߚࠅߔࠆߎߣ߽ᄢಾߢࠆޕ

දജห

ਛቇㇱ㧦㓸࿅ߦ߅ߌࠆᓎഀℂ⸃ߣදജ
٤㓸࿅ᵴേߦ߅ߌࠆ⋡⊛ࠍߒ㧘ᓎഀࠍℂ⸃ߒߡ㧘දജߒߡᚑߒㆀߍࠆޕ

㜞╬ㇱ㧦㓸࿅㧔࠴ࡓ㧕ߩ৻ຬߣߒߡߩᓎഀㆀⴕ
٤࠳ߣࡈࠜࡠࠕߩ┙႐ࠍℂ⸃ߒ㧘࠴ࡓߣߒߡදജหߒߡᵴേߦขࠅ⚵
ޕ
ޞ⺑⸃ޝ
ޟ㓸࿅ෳട㧘දജหߪޠ㓸࿅ౝߢߩදജ㑐ଥࠍᒻᚑߒ㧘᧪⊛ߦߪ⚵❱ߩ৻ຬߣߒߡදജหߒߡ
ߦขࠅ⚵ߎߣߩ㊀ⷐᕈࠍ␜ߔⷰὐߢࠆޕ
ਛቇㇱᲑ㓏ߢߪ㧘ᬺቇ⠌╬ߩᵴേߦ߅ߡ㧘࿎ߞߚߣ߈ߦߪઁ⠪߆ࠄᢎ߃ߡ߽ࠄߞߚࠅ㧘ઁ⠪߇࿎ߞߡ
ࠆߣ߈ߦߪᚻഥߌߒߚࠅߒߥ߇ࠄ㧘㓸࿅㧔࠴ࡓ㧕ߣߒߡ৻ߟߩߎߣࠍ߿ࠅㆀߍࠆߣ߁ߎߣ߇ᄢಾߢ
ࠆߦߚߩߘޕ㧘㓸࿅ߩ৻ຬߣߒߡߩᓎഀࠍℂ⸃ߔࠆߎߣ߇ᔅⷐߣߥࠆޕ
㜞╬ㇱᲑ㓏ߢߪ㧘ઁ⠪ߣදജߒߡᵴേߦขࠅ⚵ߎߣ߇ᄢಾߢࠆޕᬺቇ⠌╬ᵴേ႐㕙ߦ߅ߡ㧘หߓ
Ꮏ⒟ࠍઁ⠪ߣ৻✜ߦขࠅ⚵ࠎߛࠅ㧘Ꮏ⒟ࠍߊߟ߆ߦಽߌߡߘࠇߙࠇ߇ಽᜂߒߡขࠅ⚵ࠎߛࠅߔࠆ႐ว㧘ઁ
⠪ߩᄬᢌߦ᳇ઃߚࠄ⋧ᚻߦߘߩߎߣࠍવ߃ߚࠅ㧘⥄ಽ߇ಽ߆ࠄߥߣ߈߿࿎ߞߚߣ߈ߦઁ⠪ߦ⡞ߚࠅߒ
ߥ߇ࠄ㧘࠴ࡓߣߒߡද⺞ߒߡࠍߔࠆߎߣߢࠆߚ߹ޕ㧘࠴ࡓߩ৻ຬߣߒߡ㧘࠳㧘ࡈࠜࡠࠕ
ߩ㑐ଥࠍℂ⸃ߒ⥄ಽߩᓎഀ㧘⽿છࠍᨐߚߔߎߣ߇ᄢಾߢࠆޕ

ዊቇㇱ㧔ዊቇᩞ㧕

ਛቇㇱ㧔ਛቇᩞ㧕
ᗧ

ᕁ



㜞╬ㇱ



ᗧᕁ

ዊቇㇱ㧦ᣣᏱ↢ᵴߦᔅⷐߥᗧᕁߩ
٤ⷐ᳞㧘ᜎุ㧘⸵น㧘⺑㧘ᕁߥߤ㧘⥄ಽߩᗧᕁ߿ᗵᖱࠍߔࠆޕ

ਛቇㇱ㧦␠ળ↢ᵴߦᔅⷐߥᗧᕁߩ
٤㓸࿅ߩਛߢ㧘⥄ಽߩᕁ߿ᗧࠍㆡಾߦߔࠆޕ

㜞╬ㇱ㧦ᔅⷐߥᡰេࠍㆡಾߦ᳞ߚࠅ㧘⋧⺣ߒߚࠅߢ߈ࠆജ
٤ᔅⷐߥᖱႎࠍᓧߚࠅ⥄ಽߩᖠߺࠍߖߚࠅߔࠆ㑐ଥߦ᳇ߠ߈㧘⥄ಽߩᕁ߿ᗧࠍ
ㆡಾߦવ߃ࠆޕ
ޞ⺑⸃ޝ
ᵴേߩ⋡⊛߿⡯ോࠍᨐߚߔߚߦ㧘⥄ಽߩᕁ߿ᗧࠍઁ⠪ߦવ߃ࠆߎߣߩ㊀ⷐᕈࠍ␜ߔⷰὐߢࠆޕ
ዊቇㇱߢߪ㧘ᦨೋߪ․ቯߩੱߣߩ㑐ଥߩਛߢ⥄╬ޠ߿ޟޠ߃ޟޠߪޟಽߩᗧᕁ␜㧘ޠ߁ߣ߇ࠅޟ
ޠߐߥࠎߏޟ㧘ޟ㨪ߊߛߐޟޠ㨪ߢߔ߆ⷐߩ‛ߤߥޠ᳞߿㧘ޟᚻવߞߡߩߤߥޠេഥⷐ᳞㧘⸵น㧘⚻
㛎ߒߚߎߣߩ⺑㧘⥄ಽߩᕁߥߤ㧘ᣣᏱ↢ᵴߦᔅⷐߥᗧᕁࠍߒ㧘ᄢੱ߿㆐ߣߩ㑐ଥߠߊࠅࠍⴕ߁ߎ
ߣ߇ᄢಾߢࠆޕ
ਛቇㇱᲑ㓏ߢߪ㧘㓸࿅ߦ߅ߡ㧘⋧ᚻߩᗧࠍ⡞ߡ⥄ಽߩᗧࠍㅀߴࠆߥߤ㧘⥄ಽߩᕁ߿ᗧࠍ
ߔࠆߎߣ߇ᄢಾߢࠆߚ߹ޕ㧘ߤߥޠߚߒ߹߈ߢޟޠߚߒ߹ࠅࠊ߅ޟ㧘ߊߢᄢಾߥႎ๔߿ㅪ⛊߇ߒߞ߆ࠅ
ߢ߈ࠆࠃ߁ߥᵴേߩ⸳ቯ߿߈߆ߌ߇ᄢಾߢࠆޕ－52－
㜞╬ㇱᲑ㓏ߢߪ㧘ᵴേߩ⋡⊛ࠍᨐߚߔߚߦᔅⷐߥᖱႎ߿ᔅⷐߦᔕߓߡᡰេࠍ᳞ߚࠅ㧘⥄ಽߩᖠߺࠍ
ߖࠆੱࠍ߽ߜ㧘⥄ಽߩᕁ߿ᗧࠍㆡಾߦવ߃ࠆߎߣ߇ᄢಾߦߥࠆޕ࿎ߞߚߣ߈ߦߪ⋧⺣ߔࠆ㧘ᄢಾߥߎߣ

ޞ⺑⸃ޝ
ᵴേߩ⋡⊛߿⡯ോࠍᨐߚߔߚߦ㧘⥄ಽߩᕁ߿ᗧࠍઁ⠪ߦવ߃ࠆߎߣߩ㊀ⷐᕈࠍ␜ߔⷰὐߢࠆޕ
ዊቇㇱߢߪ㧘ᦨೋߪ․ቯߩੱߣߩ㑐ଥߩਛߢ⥄╬ޠ߿ޟޠ߃ޟޠߪޟಽߩᗧᕁ␜㧘ޠ߁ߣ߇ࠅޟ
ޠߐߥࠎߏޟ㧘ޟ㨪ߊߛߐޟޠ㨪ߢߔ߆ⷐߩ‛ߤߥޠ᳞߿㧘ޟᚻવߞߡߩߤߥޠេഥⷐ᳞㧘⸵น㧘⚻
㛎ߒߚߎߣߩ⺑㧘⥄ಽߩᕁߥߤ㧘ᣣᏱ↢ᵴߦᔅⷐߥᗧᕁࠍߒ㧘ᄢੱ߿㆐ߣߩ㑐ଥߠߊࠅࠍⴕ߁ߎ
ߣ߇ᄢಾߢࠆޕ
ਛቇㇱᲑ㓏ߢߪ㧘㓸࿅ߦ߅ߡ㧘⋧ᚻߩᗧࠍ⡞ߡ⥄ಽߩᗧࠍㅀߴࠆߥߤ㧘⥄ಽߩᕁ߿ᗧࠍ
ߔࠆߎߣ߇ᄢಾߢࠆߚ߹ޕ㧘ߤߥޠߚߒ߹߈ߢޟޠߚߒ߹ࠅࠊ߅ޟ㧘ߊߢᄢಾߥႎ๔߿ㅪ⛊߇ߒߞ߆ࠅ
ߢ߈ࠆࠃ߁ߥᵴേߩ⸳ቯ߿߈߆ߌ߇ᄢಾߢࠆޕ
㜞╬ㇱᲑ㓏ߢߪ㧘ᵴേߩ⋡⊛ࠍᨐߚߔߚߦᔅⷐߥᖱႎ߿ᔅⷐߦᔕߓߡᡰេࠍ᳞ߚࠅ㧘⥄ಽߩᖠߺࠍ
ߖࠆੱࠍ߽ߜ㧘⥄ಽߩᕁ߿ᗧࠍㆡಾߦવ߃ࠆߎߣ߇ᄢಾߦߥࠆޕ࿎ߞߚߣ߈ߦߪ⋧⺣ߔࠆ㧘ᄢಾߥߎߣ
ߪ৻ੱߢߥߢりㄭߥੱߦ⋧⺣ߒߡࠆߣ߁ߎߣߩᄢಾߐࠍ㛎ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߔࠆߚ߹ޕ㧘㨀㧼㧻
ߦᔕߓߚ⸒േߣ߽㊀ߥࠆ߇㧘⡯႐ߦ߰ߐࠊߒࠍりߦઃߌࠆߎߣ߽ᄢಾߢࠆޕ᭽ߥޘ႐ߢ⥄ಽߩߎߣ
߿ᕁࠍㆡಾߦߒ㧘⥄Ꮖࠍࠕࡇ࡞ߔࠆ⚻㛎߽ᄢಾߢࠆޕ

ዊቇㇱ㧔ዊቇᩞ㧕

ਛቇㇱ㧔ਛቇᩞ㧕

ᜦ㧘ᷡẖ㧘りߛߒߥߺ

㜞╬ㇱ
႐ߦᔕߓߚ⸒േ

ᜦ㧘ᷡẖ㧘りߛߒߥߺ

ዊቇㇱ㧦ᜦ㧘りߛߒߥߺ
٤ၮᧄ⊛ߥᜦ㧘りߛߒߥߺࠍ⠌ᘠൻߔࠆޕ
ޞ⺑⸃ޝ
ᜦ㧘ⵝ߿りߛߒߥߺ㧘ᷡẖߥߤߦ᳇ࠍߟߌࠆߎߣ߇ੱߣ߆߆ࠊࠆߢᄢಾߢࠆߎߣࠍ㧘ᓢߦޘᗧ⼂
ߢ߈ࠆࠃ߁ߦ߈߆ߌࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆޕ
ዊቇㇱᲑ㓏߆ࠄ⠌ᘠൻࠍ࿑ࠅ㧘ߘߩ⊒㆐Ბ㓏ߦහߒߚㆡಾߥࡕ࠺࡞ࠍ␜ߔߥߤⅣႺߦ⇐ᗧߔࠆߎߣ߇ᄢಾ
ߢࠆޕ

႐ߦᔕߓߚ⸒േ

ਛቇㇱ㧦⁁ᴫߦᔕߓߚᜦ㧘ᝄࠆ⥰
٤႐ߩ⁁ᴫ߿⋧ᚻߩ┙႐ࠍℂ⸃ߒߡߒߚࠅⴕേߒߚࠅߔࠆޕ

㜞╬ㇱ㧦㨀㧼㧻ߦᔕߓߚ⸒േ
٤㔚ߩࡑ࠽㧘ㆡಾߥ⸒⪲㆜㧘ⵝ㧘りߛߒߥߺ㧘ታ⠌వߦ߅ߌࠆ⡯႐ߩਅ㑐
ଥ㧘ታ⠌వߦ߅ߌࠆធቴࡑ࠽ޕ
ޞ⺑⸃ޝ
ޟ႐ߦᔕߓߚ⸒േߪߣޠ㧘ᤨߣ႐ߦᔕߓߚᜦ㧘⸒⪲㆜㧘႐ߩ⋡⊛ߦᔕߓߚᝄࠆ⥰ߥߤࠍりߦߟߌࠆ
ߎߣߩ㊀ⷐᕈࠍ␜ߔⷰὐߢࠅ㧘ᣂߚߥੱ㑆㑐ଥࠍ▽ߚࠅ㧘ᔅⷐߥੱ㑆㑐ଥࠍ⛽ᜬߒ㧘ᷓߡߊߚߦ
ᄢಾߢࠆߚ߹ޕ㧘ᜦ߿りߛߒߥߺߥߤߪࠬࠠ࡞ߣߒߡりߦઃߌࠆߛߌߢߥߊ㧘⥄ಽߢ್ᢿߒߡⴕ߃ࠆߎ
ߣ߇ᄢಾߢࠆޕ
⡯ᬺ↢ᵴ߿␠ળ↢ᵴࠍㅍࠆߢᔅⷐߥ㨀㧼㧻ߪ㧘ታ㓙⊛ߥ႐㕙ߦ߅ߡᜰዉߒߡߊߎߣ߇ᄢಾߢࠆߎ
ߣ߆ࠄ㧘ၞ␠ળߦ߅ߌࠆᵴേ߿↥ᬺ႐╬ߢߩታ⠌ߥߤߩᯏળࠍലߦᵴ↪ߔࠆߎߣ߇ᄢಾߢࠆޕ
㜞╬ㇱᲑ㓏ߦ߅ߡߪ㧘߃߫㧘↥ᬺ႐╬ߦ߅ߌࠆታ⠌ߢോ⊛ߥࠍߔࠆ㓙ߦ㧘೨ቇ⠌ߣߒߡቇ
ᩞߩോቶߢታ㓙ߦᄖㇱ߆ࠄߩ㔚ࠍขߞߡᔕኻߔࠆ✵⠌ࠍⴕߞߡࠆข⚵߇ࠆ߇㧘᧪ቴᤨߩኻᔕߥߤቇ
ᩞౝߦ߅ߡ߽႐ߦᔕߓߚ⸒േ߇᳞ࠄࠇࠆᵴേ⸳ቯ߿⁁ᴫߠߊࠅߦദࠆߎߣ߽ᄢಾߢࠆޕ
߹ߚ㧘ធቴߦ㑐ߔࠆ㛎ࠍᢎ⢒ᵴേߦขࠅࠇࠆߎߣ߽ᄢಾߢࠆޕᩞౝߩ༛⨥࡞ࡓ߿㧘ၞߩᣉ⸳ߩ
༛⨥ࠦ࠽ߢታ㓙ߦធቴࠬࠠ࡞ࠍりߦઃߌࠆᯏળࠍ⸳ߌߡࠆቇᩞ߽ࠆޕ
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【情報活用能力】
ዊቇㇱ㧔ዊቇᩞ㧕

ਛቇㇱ㧔ਛቇᩞ㧕

᭽ߥޘᖱႎ߳ߩ㑐ᔃ

㜞╬ㇱ
ᖱႎ㓸ߣᵴ↪

᭽ߥޘᖱႎ߳ߩ㑐ᔃ

ዊቇㇱ㧦㧘ߊੱ߳ߩ㑐ᔃ
٤߿ߊߎߣߥߤߦ㑐ߔࠆ᭽ߥޘᖱႎߦធߒ㧘⥝ࠍ߽ߟޕ
ޞ⺑⸃ޝ
ዊቇㇱᲑ㓏ߢߪ㧘りㄭߥၞ␠ળߦ߅ߌࠆ߿ߊੱߦធߒߡ⥝߿㑐ᔃࠍ߽ߟߣߣ߽ߦ㧘ߎࠇࠄߦ㑐
ߔࠆᖱႎࠍ࿑㐓߿ᧄߥߤߢ⍮ࠆ⚻㛎ࠍ㊀ߨߡߊߎߣ߇ᄢಾߢࠆޕ

ᖱႎ㓸ߣᵴ↪

ਛቇㇱ㧦ㅴ〝ߦ㑐ߔࠆᖱႎߩ㓸
٤ᖱႎࠍᓧࠆߚߦߪ㧘᭽ߥޘᣇᴺ߇ࠆߎߣࠍ㛎ࠍㅢߒߡℂ⸃ߔࠆޕ

㜞╬ㇱ㧦⡯ᬺ↢ᵴߦᔅⷐߥᨩߩᖱႎ㓸ߣᵴ↪
٤ᔅⷐߥᖱႎࠍᓧࠆߚߩ᭽ߥޘᣇᴺࠍᵴ↪ߔࠆޕ
ޞ⺑⸃ޝ
ޟᖱႎ㓸ߣᵴ↪ߪޠ㧘ㅴ〝ߦ㑐ߔࠆቇ⠌߿ᬺቇ⠌㧘↥ᬺ႐╬ߦ߅ߌࠆታ⠌╬ߩᵴേ߿ㅴ〝ߩㆬᛯߦ
ᒰߚߞߡ㧘⥄ࠄᔅⷐߣߔࠆᖱႎࠍㆡಾߦㆬᛯߒᵴ↪ߔࠆജࠍ⢒ᚑߔࠆⷰὐߢࠆޕ
ਛቇㇱᲑ㓏ߢߪ㧘ㅴ〝ቇ⠌ߥߤࠍㅢߒߡ㧘ㅴ〝ߦ㑐ߔࠆᖱႎߦ⸅ࠇ㧘ࠃࠅߒߊ⍮ࠆߚߩ᭽ߥޘᖱႎ
㓸ߩᣇᴺࠍ㛎ߔࠆߎߣ߇ᄢಾߢࠆޕ
㜞╬ㇱᲑ㓏ߢ߁ޟ⡯ᬺ↢ᵴߦᔅⷐߥᨩߪߣޠ㧘ߊߚߦᔅⷐߥ⍮⼂ᛛ⢻ᘒᐲߢࠅ㧘߃߫↢
↥ຠ߿ຠ㧘ຠߩฬ⒓ߣߘߩขࠅᛒᣇ㧘᳞ੱߩᣇ㧘⡯႐ߩౝኈ╬߇⠨߃ࠄࠇࠆߚ߹ޕ㧘ࠍ
ߔࠆߢోߦ㑐ߔࠆᗧࠍ⍮ࠆߎߣ߽ᄢಾߥߎߣߢࠆޕ㊀ⷐߥߎߣߪ㧘ߎࠇࠄߦ㑐ߔࠆ⾗ᢱࠍ㓸㧘ᵴ
↪ߔࠆജࠍ⢒ߡࠆߎߣߢࠆޕ
ᖱႎ㓸ߦߪ㧘⥄ಽߢࡔࡕࠍߣࠆ㧘ା㗬ߢ߈ࠆੱߦ⡞ߡ⏕߆ࠆ㧘ࠦࡦࡇࡘ࠲ߢᬌ⚝ߔࠆ㧘ᔅⷐߥᖱ
ႎ߇߹ࠇߡࠆ⾗ᢱߥߤࠍ⺞ߴࠆ㧘ㅴ〝ߦ㑐ߔࠆ⾗ᢱࠍᔅⷐߥߣ߈ߦᵴ↪ߢ߈ࠆࠃ߁ߦ㧘ࡈࠔࠗࡦࠣߔ
ࠆߥߤ㧘᭽ߥޘᖱႎ㓸ߩᣇᴺࠍ⚻㛎ߒ㧘▤ℂߒᵴ↪ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߔࠆߎߣ߇ᄢಾߢࠆޕ
߹ߚ㧘ᩞౝߦ↢ᓤߦߣߞߡ㊀ⷐߥᖱႎࠍឝ␜ߔࠆߥߤ㧘᭽ߥޘᖱႎ߇ࠆߎߣߦ᳇ߠߌࠆࠃ߁ߦᩞౝߩⅣ
ႺߩᎿᄦ߇㊀ⷐߢࠆޕ

ዊቇㇱ㧔ዊቇᩞ㧕

ਛቇㇱ㧔ਛቇᩞ㧕

␠ળߩ߈߹ࠅ

㜞╬ㇱ
ᴺ߿ᐲߩℂ⸃

␠ળߩ߈߹ࠅ

ዊቇㇱ㧦ၞ␠ળ⾗Ḯߩᵴ↪
٤ၞߦᣉ⸳߿ㅢᯏ㑐㧘ࠈࠈᐫߥߤ߇ࠅ㧘ߘࠇࠄࠍ↪ߔࠆߎߣߢ᭽
ߥޘᵴേ߇ߢ߈ࠆߎߣࠍ㛎ߔࠆޕ

ਛቇㇱ㧦␠ળߩ⚵ߺ㧘࡞࡞ߩℂ⸃
٤ၞ␠ળߢᵴേߔࠆߚߩ⚵ߺ߿࡞࡞ࠍ㛎ࠍㅢߒߡℂ⸃ߒ㧘↢ᵴߦᵴ߆ߔޕ
ޞ⺑⸃ޝ
ዊቇㇱᲑ㓏ߢߪ㧘ቇᩞ↢ᵴߦ߅ߌࠆ◲නߥ߈߹ࠅ߿㧘ၞ␠ળߢᣉ⸳߿ࡃࠬߥߤߩᯏ㑐㧘ࠈ
ࠈߥᐫࠍ↪ߔࠆ㓙ߩ߈߹ࠅࠍታ㓙ߩᵴേࠍㅢߒߡ⍮ࠅ㧘߈߹ࠅࠍࠅߥ߇ࠄᵴേߔࠆߎߣ߇ᄢಾߢࠆޕ
߹ߚ㧘ኅᐸߢ߅ᚻવߥߤኅᐸߢߩ◲නߥ߈߹ࠅࠍߞߡ↢ᵴࠍㅍࠆߎߣ߽ᄢಾߢࠆޕ
ਛቇㇱᲑ㓏ߢ߁␠ޟળߩ࡞࡞ߪߣޠ㧘ቇᩞߩ࡞࡞߿↢ᓤߩりߩ࿁ࠅߩਛᔃߣߒߚၞ␠ળߦ߅ߌࠆ
␠ળߢߩ࡞࡞ߩߎߣߢࠆᤨޕ㑆ഀߦᴪߞߡⴕേߔࠆߣߞߚ㓸࿅↢ᵴࠍㅍࠆߢߩቇᩞߢߩ߈߹ࠅ㧘ߏ
ߺࠍߔᦐᣣࠍࠆߣߞߚၞߩ࡞࡞ߥߤߩၮᧄ⊛ߥ߈߹ࠅࠍ⍮ࠅ㧘↢ᵴࠍㅍࠆࠃ߁ߦᡰេߔࠆߎߣ߇
ᄢಾߢࠆ␠ޕળߩ࡞࡞ߩℂ⸃ߦߚߞߡߪ㧘ታ㓙⊛ߥ㛎ߦၮߠߊߎߣ߇ᄢಾߢࠆޕ

ᴺ߿ᐲߩℂ⸃

㜞╬ㇱ㧦␠ળߩ᭽ߥޘᐲ߿ࠨࡆࠬߦ㑐ߔࠆℂ⸃ߣታ㓙↢ᵴߢߩ↪
٤ഭ⠪ߣߒߡߩᮭ߿⟵ോ㧘ฦ⒳ࠨࡆࠬ㧘⋧⺣ᯏ㑐╬ߦ㑐ߔࠆᖱႎ߿⍮⼂㧘␠ળ
↢ᵴߩⷙ▸㧘ᮭଚኂ╬߳ߩኻಣᣇᴺߥߤࠍℂ⸃ߔࠆޕ
ޞ⺑⸃ޝ
␠ળߩ࡞࡞߿ᐲ߇ࠆߎߣࠍ⍮ࠅ㧘↢ᵴࠍలታߐߖࠆߚߦࠨࡆࠬ߿ᐲࠍ↢ᵴߦᓎ┙ߡߊⷰὐ
ߢࠆޕ
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㜞╬ㇱᲑ㓏ߢߪ㧘߃߫⥄േゞࠍㆇォߔࠆߚߦߪㆇォ⸵߇ᔅⷐߥߎߣ㧘⡯ᬺߦࠃߞߡߪ⾗ᩰ߇ᔅⷐߥ
ߎߣ㧘ㆬߦⴕߊߎߣߩᄢಾߐ߿⚵ߺ㧘ᐕ㊄߿㒾㧘ᚻᏭ╬ߩᐲ㧘៤Ꮺ㔚ߩᣇߥߤ߇ߍࠄ

ᄢಾߢࠆ␠ޕળߩ࡞࡞ߩℂ⸃ߦߚߞߡߪ㧘ታ㓙⊛ߥ㛎ߦၮߠߊߎߣ߇ᄢಾߢࠆޕ

ᴺ߿ᐲߩℂ⸃

㜞╬ㇱ㧦␠ળߩ᭽ߥޘᐲ߿ࠨࡆࠬߦ㑐ߔࠆℂ⸃ߣታ㓙↢ᵴߢߩ↪
٤ഭ⠪ߣߒߡߩᮭ߿⟵ോ㧘ฦ⒳ࠨࡆࠬ㧘⋧⺣ᯏ㑐╬ߦ㑐ߔࠆᖱႎ߿⍮⼂㧘␠ળ
↢ᵴߩⷙ▸㧘ᮭଚኂ╬߳ߩኻಣᣇᴺߥߤࠍℂ⸃ߔࠆޕ
ޞ⺑⸃ޝ
␠ળߩ࡞࡞߿ᐲ߇ࠆߎߣࠍ⍮ࠅ㧘↢ᵴࠍలታߐߖࠆߚߦࠨࡆࠬ߿ᐲࠍ↢ᵴߦᓎ┙ߡߊⷰὐ
ߢࠆޕ
㜞╬ㇱᲑ㓏ߢߪ㧘߃߫⥄േゞࠍㆇォߔࠆߚߦߪㆇォ⸵߇ᔅⷐߥߎߣ㧘⡯ᬺߦࠃߞߡߪ⾗ᩰ߇ᔅⷐߥ
ߎߣ㧘ㆬߦⴕߊߎߣߩᄢಾߐ߿⚵ߺ㧘ᐕ㊄߿㒾㧘ᚻᏭ╬ߩᐲ㧘៤Ꮺ㔚ߩᣇߥߤ߇ߍࠄ
ࠇࠆߚ߹ޕ㧘߽ᄾ⚂ߢࠆߎߣ㧘ഭ᧦ઙߣߒߡ㧘ൕോᤨ㑆߿⾓㊄㧘ᐕᰴભᥜ㧘ෘ↢㧘⡯႐ߢߩ᭽
ߥޘஜᐽ㒾ߥߤߩ⍮⼂߿ᗧࠍ⍮ࠆߎߣ߇ᄢಾߦߥࠆ␠ޕળߩ৻ຬߣߒߡߩ⽿છࠍᨐߚߔߚ㧘↢ᵴࠍࠃ
ࠅࠃߊߔࠆߚߦߘࠇࠄߩ࡞࡞߿ᐲࠍℂ⸃ߒߚߢᔅⷐߦᔕߓߡᡰេࠍฃߌߥ߇ࠄᵴ↪ߔࠆߚߩᣇᴺ
ࠍቇ߱ߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߔࠆߎߣ߇ᄢಾߢࠆޕ
߹ߚ㧘තᬺᓟᖡ⾰ᴺߢߩ࠻ࡉ࡞߆ࠄ㔌⡯ߦ߹ߢߟߥ߇ࠆߎߣ߽ࠆߩߢ㧘ᄾ⚂ߩ㊀ⷐᕈ߿ࠢࡦࠣ
ࠝࡈ╬ߦߟߡℂ⸃ߔࠆߎߣ߽ᄢಾߥߎߣߢࠆᦠޕ㕙ߦශ㐓ࠍߔߎߣߛߌߢߥߊ㧘ᚻシߦ߃ࠆ៤Ꮺ㔚
߿ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߢߩ↳ㄟߺ߽ᄾ⚂ߢࠆߎߣࠍ⍮ࠅ㧘ᄾ⚂ߥߤᄢಾߥߎߣߪኅᣖߥߤりㄭߥੱߦ⋧⺣ࠍ
ߒߡࠆᔅⷐ߇ࠆߣ߁ߎߣࠍ⍮ࠆߎߣ߇ࠃࠅ߽ᄢಾߢࠆޕታ㓙⊛ߥ႐㕙ࠍࠈࠈᗐቯߒߡ㧘➅
ࠅߒࡠ࡞ࡊࠗ╬ߢኻಣᣇᴺ߿⋧⺣ᣇᴺࠍౕ⊛ߦ⚻㛎ߔࠆߎߣ߇ᄢಾߢࠆޕ

ዊቇㇱ㧔ዊቇᩞ㧕

ਛቇㇱ㧔ਛቇᩞ㧕

㜞╬ㇱ

㊄㌛ߩᛒ

㊄㌛ߩ▤ℂ

ᶖ⾌↢ᵴߩℂ⸃

㊄㌛ߩᛒ

ዊቇㇱ㧦↢ᵴߦ߅ߌࠆ㊄㌛ߩᄢಾߐߩℂ⸃
٤߅㊄ߩᄢಾߐߦ᳇ߠ߈㧘߅㊄ߩߺߜࠍ⠨߃ߡ߁ޕ
ޞ⺑⸃ޝ
ዊቇㇱᲑ㓏ߢߪ㧘ᣣᏱ↢ᵴߢ߅㊄߇ᔅⷐߥߎߣ߇ಽ߆ࠅ㧘߅㊄ߩᄢಾߐ߇ಽ߆ࠆߎߣ߇ᄢߢࠆ߅ޕᐫ
߿⥄േ⽼ᄁᯏ㧘ㅢᯏ㑐╬ߢታ㓙ߦ߅㊄ࠍ߁ߎߣߢ㧘߅㊄ߩଔ୯ࠍ⍮ࠅ㧘▤ߩᄢಾߐ߿ᣇࠍ⍮ࠆߎ
ߣ߇ᄢಾߢࠆޕ
㊄㌛ߩᛒߦ㑐ߒߡߪኅᐸߣߩㅪ៤ߩ߽ߣ㧘ⴕ߁ߎߣ߇ᔅⷐߢࠆޕ

㊄㌛ߩ▤ℂ

ਛቇㇱ㧦ᶖ⾌↢ᵴߦ㑐ߔࠆၮᧄ⊛ߥᨩߩℂ⸃ߣ⸘↹⊛ߥᶖ⾌
٤↢ᵴߔࠆߚߦᔅⷐߥ߽ߩࠍ⸘↹⊛ߦᶖ⾌ߔࠆߎߣ߿㗍⾂㊄ߥߤࠍㅢߒߡ▤ߩ
ᄢಾߐࠍ⍮ࠆޕ
ޞ⺑⸃ޝ
ਛቇㇱᲑ㓏ߢߪ㧘ᶖ⾌↢ᵴߦ㑐ߔࠆၮᧄ⊛ߥᨩߣߒߡ㧘⚊⒢ߩ⟵ോ㧘‛ຠߦߪᶖ⾌⒢߇߆߆ࠆߎߣ߿㗍
⾂㊄ߩ⚵ߺ߇ߍࠄࠇࠆߚ߹ޕ㧘ኅᐸߣㅪ៤ߒߥ߇ࠄዊ㆜Ꮽࠍߟߌࠆߎߣߥߤࠍㅢߒߡ㧘⸘↹⊛ߥ߅㊄
ߩᣇࠍ⍮ࠆߎߣ߽ᄢಾߢࠆޕ

ᶖ⾌↢ᵴߩℂ⸃

㜞╬ㇱ㧦ഭߣႎ㈽ߩ㑐ଥߩℂ⸃ߣ⸘↹⊛ߥᶖ⾌
٤ഭߩኻଔߣߒߡߩ⛎ਈߩᗧࠍℂ⸃ߒ㧘⸘↹⊛ߥᶖ⾌↢ᵴࠍㅍࠆߢᔅⷐߥᨩ
ࠍℂ⸃ߔࠆޕ
ޞ⺑⸃ޝ
තᬺᓟߩ␠ળ↢ᵴߦ߅ߡ㧘ߡႎ㈽ࠍᓧࠆߎߣ㧘⸘↹⊛ߥᶖ⾌↢ᵴࠍㅍࠆߎߣߩᄢಾߐߩℂ⸃ࠍ࿑ࠆ
ⷰὐߢࠆޕ
㜞╬ㇱᲑ㓏ߢߪ㧘⛎ਈ⚦ߩᣇ㧘㌁ⴕญᐳ㐿⸳ߩᣇ㧘㗍㊄㧘ᛄߒߩᣇᴺ㧘↪⚕ߩ⸥ౝኈ㧘ශ㐓߿
ㅢᏭߩ▤ℂ㧘⺧᳞ᦠ߿㗔ᦠߩℂ⸃㧘㊄⥄േᡰᛄᯏߩᣇ㧘ࠠࡖ࠶ࠪࡘࠞ࠼ߩᣇ߿▤ℂ㧘ᥧ⸽⇟
ภߩᗧߥߤ㧘㊄㌛ࠍ▤ℂߔࠆߚߦᔅⷐߥ⍮⼂߿ᛛⴚࠍቇ߱ߎߣ߇㊀ⷐߢࠆ⥄ޕಽߩᜬߞߡࠆ߅㊄ߩ
▸࿐ౝߢ㧘⸘↹⊛ߦᶖ⾌ߔࠆߎߣߩᄢಾߐࠍ⍮ࠆߎߣ߽↢ᵴࠍࠃࠅࠃߊ༡ߢᄢಾߢࠆߚ߹ޕ㧘↢↥㧘
ᵹㅢ㧘⽼ᄁ㧘ᶖ⾌ߣ߁৻ㅪߩ⚻ᷣᵴേߩਛߢ㧘ഭߣႎ㈽ߩ㑐ଥ߿ᶖ⾌ࠍℂ⸃ߔࠆߎߣ߽ᄢಾߢࠆޕ
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ዊቇㇱ㧔ዊቇᩞ㧕

ਛቇㇱ㧔ਛቇᩞ㧕

ᓎഀߩℂ⸃ߣಽᜂ

㜞╬ㇱ
ߊߎߣߩᗧ⟵

ᓎഀߩℂ⸃ߣಽᜂ

ዊቇㇱ㧦ᒰ⇟ᵴേ߿ᓎഀߩℂ⸃ߣታⴕ
٤㓸࿅ߢߩ↢ᵴ߿ᵴേߦߪ᭽ߥޘᓎഀ߇ࠆߎߣࠍ⍮ࠅ㧘㆐ߩᵴേࠍᗧ⼂ߒߥ߇ࠄ
⥄ಽߩᓎഀࠍᨐߚߔޕ
ޞ⺑⸃ޝ
ዊቇㇱᲑ㓏߆ࠄ㧘ቇᩞ߹ߚߪቇ⚖↢ᵴ߮ኅᐸ↢ᵴߩਛߢᓎഀࠍಽᜂߒ㧘⥄ࠄߩᓎഀࠍᨐߚߔߎߣ߇⥄ಽ
߮࿐ߩੱ↢ߩޘᵴߦߣߞߡᄢಾߢࠆߎߣߦ᳇ߠߌࠆࠃ߁ߥ⁁ᴫߠߊࠅߦദߡߊߎߣ߇ᔅⷐߢࠆޕ

ߊߎߣߩᗧ⟵

ਛቇㇱ㧦᭽ߥޘ⡯ᬺ߇ࠆߎߣߦ㑐ߔࠆ㛎⊛ℂ⸃
٤␠ળߦߪ᭽ߥޘ⡯ᬺ߇ࠆߎߣࠍ⍮ࠅ㧘⥝㑐ᔃ߿⺖㗴ᗧ⼂ࠍ߽ߞߡ⡯႐ቇ߿
ዞᬺ㛎ߦขࠅ⚵ޕ

㜞╬ㇱ㧦⡯ᬺ߮ߊߎߣߩᗧ⟵ߩℂ⸃
٤᭽ߥޘ⡯ᬺ߇␠ળ߿↢ᵴߦᨐߚߒߡࠆᓎഀ߮ߘߩᗧ⟵ࠍℂ⸃ߔࠆޕ
ޞ⺑⸃ޝ
ޟߊߎߣߩᗧ⟵ߪޠ㧘㜞╬ㇱߦ߅ߡߪ㧘␠ળߦ᭽ߥޘ⡯ᬺ߇ࠆߎߣߩℂ⸃ߦ┙ߞߡ㧘ߘࠇࠄߩ⡯ᬺ
߇␠ળߩਛߢᓎഀࠍᨐߚߒߡࠆߎߣ߿⥄ࠄߩ↢ᵴߦ᭽ߥޘᒻߢ㑐ㅪߒߡࠆߎߣߦ᳇ߠ߈㧘⡯ᬺߦዞߡ
ߊߎߣ߇ߎࠇࠄߩᓎഀࠍᨐߚߔߎߣ߳ߩ⽸₂ߢࠆߎߣࠍℂ⸃ߒߡߊߎߣߩ㊀ⷐᕈࠍ␜ߔⷰὐߢࠆޕ
㜞╬ㇱᲑ㓏ߢߩߎߩࠃ߁ߥℂ⸃ߪ㧘ਛቇㇱᲑ㓏ߦ߅ߡ㧘␠ળߦߪ᭽ߥޘ⡯ᬺ߇ࠆߎߣࠍ㧘ታ㓙ߩ⡯႐
ߦ߆ߌߡቇߒߚࠅ㧘↥ᬺ႐╬ߦ߅ߌࠆዞᬺ㛎ߥߤߩታ㓙⊛⚻㛎ࠍㅢߒߡℂ⸃ߒߡߊߎߣ߇೨ឭߦ
ߥࠆ߽ߩߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
␠ળߦ߅ߡߊߎߣߩᗧ⟵ߪ㧘㓸࿅↢ᵴߦ߅ߡ⥄ࠄߩᓎഀࠍખ㑆ߣߣ߽ߦᨐߚߒߡߊߎߣߩ⚻㛎ߩ
Ⓧߺ㊀ߨߦࠃߞߡ㙃ࠊࠇߡߊ߽ߩߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
ߊߎߣ߇␠ળ߿↢ᵴߦᨐߚߒߡࠆᓎഀࠍఽ┬↢ᓤ߇ℂ⸃ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߒߡߊߚߦߪ㧘ఽ┬↢ᓤ߇
ⴕߞߚᵴേ߇㧘࿐ߩੱޘ㧔ၞߩੱޘ㧕ߦ߷ߒߡࠆᓇ㗀߿ᗧ⟵ࠍౕ⊛ߦ᳇ߠߌࠆࠃ߁ߦߒ㧘߿ࠅ߇
ࠍ߽ߡࠆࠃ߁ߦߒߡߊߎߣ߇ᄢಾߢࠆ߫߃ޕ㧘㒻ེࠍߔࠆᬺቇ⠌ߦ߅ߡ㧘ຠࠍࠅ⽼ᄁ
ߔࠆᵴേߦߣߤ߹ࠄߕ㧘ߘࠇࠄߩຠ߇ታ㓙ߦᵴ↪ߐࠇߡࠆ⁁ᴫࠍ⍮ߞߚࠅ㧘ຠࠍ↪ߒߚ࡙ࠩߩ
ᗧࠍ⡞ߚࠅߒߡຠࠍࠆ༑߮ࠍᗵߓߣࠇࠆࠃ߁ߦߒ㧘ߎࠇࠄߦၮߠߡࠃࠅ⦟ຠߠߊࠅߩߚߩ
ࠕࠗ࠺ࠖࠕࠍ⠨߃ߚࠅߔࠆߥߤߩᵴേߩᎿᄦ߇㊀ⷐߢࠆޕ
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【将来設計能力】
ዊቇㇱ㧔ዊቇᩞ㧕

ਛቇㇱ㧔ਛቇᩞ㧕

ᓎഀߩℂ⸃ߣಽᜂ

㜞╬ㇱ

ᓎഀߩℂ⸃ߣታⴕ

㧔ᖱႎᵴ↪⢻ജ㧕
ᓎഀߩℂ⸃ߣታⴕ

ਛቇㇱ㧦ቇᩞ↢ᵴ㧘ኅᐸ↢ᵴߦ߅ߡ⥄ಽ߇ᨐߚߔᓎഀߩℂ⸃ߣታⴕ
٤ቇᩞ↢ᵴ߿ኅᐸ↢ᵴߩਛߢ㧘⥄ಽ߇ᨐߚߔߴ߈ᓎഀ߇ࠆߎߣࠍℂ⸃ߒ㧘⛮⛯⊛ߦ
ታⴕߔࠆޕ

㜞╬ㇱ㧦␠ળ↢ᵴߦ߅ߡ⥄ಽߩᨐߚߔߴ߈ᓎഀߩℂ⸃ߣታⴕ
٤␠ળ↢ᵴߩਛߢ⥄ಽ߇ᨐߚߔߴ߈ᓎഀ߇ࠆߎߣࠍℂ⸃ߒ㧘⥄ಽ߇ᨐߚߔߴ߈ᓎഀ
ࠍታⴕߔࠆޕ
ޞ⺑⸃ޝ
ޟᓎഀߩℂ⸃ߣታⴕߪޠ㧘ੱߣ␠ળߣߩ㑐ଥࠍℂ⸃ߒ㧘ၞ␠ળߩ৻ຬߣߒߡߩ⥄ⷡࠍ߽ߜ㧘⥄┙ߒߡ
␠ળ↢ᵴߩਛߢᓎഀࠍᨐߚߔജࠍ⢒ᚑߔࠆߎߣࠍ␜ߔⷰὐߢࠆޕዊቇㇱ㧔ዊቇᩞ㧕ߩᖱႎᵴ↪⢻ജޟᓎഀ
ߩℂ⸃ߣಽᜂ⊒ࠄ߆ޠዷߒߡࠆޕ
ኅᣖ߿ቇᩞ㧘ખ㑆ߥߤߩ␠ળ㓸࿅ߩਛߢ᭽ߥޘᓎഀࠍᨐߚߔߎߣߪ㧘⡯ᬺߦዞߊߢߩၮ␆ߢࠅ㧘␠ળ
ߩ৻ຬߣߒߡߊߎߣ߿ၞ␠ળߩਛߢᵴേߔࠆߢ㊀ⷐߢࠆޕ
ਛቇㇱߩᲑ㓏ߢߪ㧘ኅᐸ߿ቇᩞ↢ᵴߩਛߢ㧘⥄ಽߩᓎഀࠍ߽ߜታ㓙ߦ⚻㛎ߔࠆߎߣ߇ᄢಾߢࠆޕኅᐸߢ
ߪ㧘ኅᣖߩ৻ຬߣߒߡಽᜂߐࠇߚࠍ⛮⛯⊛ߦⴕߞߡߊߎߣ㧘ቇᩞߢߪ߃߫ଥᵴേࠍⴕ߁ߎߣߥߤ߇
ߍࠄࠇࠆߩߘޕ㓙㧘ߘߩ߇ኅᐸ߿ቇᩞߣ߁ਛߢᓎഀࠍᜂߞߡࠆߎߣࠍᗧ⼂ߐߖߡߊߎߣ߇ᄢಾ
ߢࠆ߅ޟޕᚻવ㧔⺕߆ߩࠍᚻવ߁㧕߇⑳ޟߊߥߪߢޠ㧔ಽᜂߐࠇߚ㧕ࠍㆀⴕߔࠆ߁ߣޠᗧ⼂ߢ
ࠆߡߒߘޕᓎഀࠍᨐߚߒ㧘ࠄࠇࠆߎߣࠍㅢߒߡ㧘⥄ಽ߇ኅᐸ߿ቇᩞߩਛߩ৻ຬߢࠆߣ߁⥄ⷡࠍ⢒
ߡߡߊߎߣ߇ᄢಾߢࠆޕ
㜞╬ㇱߢߪ㧘ੱߣ␠ળߣߩ㑐ଥࠍ⼂ߒ㧘␠ળߩਛߩ৻ຬߣߒߡ⥄ಽ߇ߢ߈ࠆᵴേࠍⴕߞߡߊ߃ޕ
߫㧘↢ᓤળᵴേߩ৻Ⅳߣߒߡోᩞ↢ᓤߦ߮߆ߌ㧘ၞߩ⟤ൻᵴേࠍડ↹ߒߚࠅ㧘ၞߩࠨࠗࠢ࡞ᵴേߦ
ෳടߒߚࠅߔࠆߎߣߥߤ߇⠨߃ࠄࠇࠆޕㅢቇᤨߦ↪ߔࠆࡃࠬળ␠ߩゞᐶߢ㧘ࡃࠬߩᷡࠍቯᦼ⊛ߦቇ⠌ᵴ
േߦขࠅࠇߡࠆቇᩞ߽ࠆߩޕᬺߩਛߢ㧘ၞߩ⠧ੱࡎࡓߢታ⠌ࠍⴕߞߡࠆቇᩞ߽ࠆߎޕ
ࠇࠄߩታ〣ߩࠃ߁ߦ㧘ቇᩞᢎ⢒ߩਛߦ␠ળߦ⽸₂ߔࠆᵴേࠍ⸘↹⊛㧘⛮⛯⊛ߦ⟎ߠߌࠆߎߣ߇ᄢಾߢࠆޕ
ᵴേࠍㅢߒߡ㧘ၞߩੱߚߜߣߩߟߥ߇ࠅ߇↢߹ࠇߡߊࠃ߁ߥቇ⠌ዷ㐿ࠍ⸳ቯߔࠆߎߣߢ␠ળߩ৻ຬߣߒ
ߡᓎഀࠍᨐߚߒߡࠆ⥄ಽࠍታᗵߒߡߊߎߣ߇ᦼᓙߢ߈ࠆޕ

ዊቇㇱ㧔ዊቇᩞ㧕

ਛቇㇱ㧔ਛቇᩞ㧕

㜞╬ㇱ

⠌ᘠᒻᚑ
⠌ᘠᒻᚑ

ዊቇㇱ㧦ኅᐸ㧘ቇᩞ↢ᵴߦᔅⷐߥ⠌ᘠߠߊࠅ
٤ኅᐸ߿ቇᩞ↢ᵴߦᔅⷐߥၮ␆⊛ߥ⠌ᘠࠍᒻᚑߔࠆޕ

ਛቇㇱ㧦⡯ᬺ↢ᵴߦᔅⷐߥ⠌ᘠᒻᚑ
٤᧪ߩ⡯ᬺ↢ᵴߦะߌߚ⠌ᘠߩၮ␆ࠍᒻᚑߔࠆޕ

㜞╬ㇱ㧦⡯ᬺ↢ᵴߦᔅⷐߥ⠌ᘠᒻᚑ
٤⡯ᬺ↢ᵴࠍㆀⴕߔࠆߩߦᔅⷐߥታ〣⊛ߥ⠌ᘠࠍᒻᚑߔࠆޕ
ޞ⺑⸃ޝ
ޟ⠌ᘠᒻᚑߪޠ㧘⡯႐ߢߊߚߩၮ␆⊛ߥജࠍりߦߟߌ㧘᧪ߩ⡯ᬺ↢ᵴߩ⛽ᜬ߿⊒ዷߩߚߦᔅⷐߥ
↢ᵴߠߊࠅߩ⠌ᘠᒻᚑࠍ㊀ⷞߔࠆⷰὐߢࠆߩߘޕ㓙㧘⥄ಽߩ↢ᵴࠍ⥄ࠄࠃࠅࠃ߽ߩߦߒߡߎ߁ߣߔࠆ
ᆫ߿ᘒᐲࠍ⢒ߡࠆߎߣ߇ᄢಾߢࠆޕ⡯ᬺ↢ᵴߦᔅⷐߥ⠌ᘠᒻᚑߣߒߡߪ㧘ⷙೣᱜߒ↢ᵴ㧘ᤨ㑆▤ℂ㧘
ஜᐽ▤ℂ㧘⥄ജㅢቇߥߤ߇ߍࠄࠇࠆޕ
⠌ᘠᒻᚑߩᜰዉߦߟߡߪ㧘ዊቇㇱߩᣧᲑ㓏߆ࠄ㧘ఽ┬ߩታᘒߦวࠊߖߡ⛮⛯⊛ߦⴕ߁ᔅⷐ߇ࠆߘޕ
ߩ㓙㧘⼔⠪߿ነኋ⥢ᜰዉຬߥߤ߽߃ߡ㧘ㅪ៤ࠍ࿑ࠆߎߣ߇․ߦ㊀ⷐߣߥࠆޕਛቇㇱ߆ࠄߪ᧪ߩߊ↢
ᵴࠍᗐቯߒߚⷞ㊁߽ขࠅࠇߡ߈㧘㜞╬ㇱߢߪߘࠇࠍ⊒ዷߐߖߡߊޕ
⡯ᬺ↢ᵴߦᔅⷐߥ⠌ᘠߩ৻ߟߣߒߡ㧘ᤨ㑆ߩ▤ℂ߿ࠬࠤࠫࡘ࡞▤ℂ߇ߍࠄࠇࠆ߫߃ޕ㧘↥ᬺ႐╬
ߦ߅ߌࠆታ⠌ਛߪ㧘⡯႐ߩࠬࠤࠫࡘ࡞ߦวࠊߖߡ㧘⥄ಽߩ↢ᵴࠍ⚵ߺ┙ߡࠆߎߣ߇ᔅⷐߦߥࠆᤨޕ㑆ࠍᗧ
⼂ߒߡⴕേߔࠆߚߦ㧘ᬺቇ⠌ߩᤨ㑆ߦ৻ੱ৻ੱߦ⥄ಽ↪ߩᤨ⸘߿࠲ࠗࡓ࠲ࠗࡑࠍᜬߚߖࠆߥߤߩᎿᄦ
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߇⠨߃ࠄࠇࠆߚ߹ޕ㧘㐳ᦼભᬺਛߩ↢ᵴࠍ⥄ಽߢ⸘↹ߒ㧘ታⴕߔࠆߎߣ߿ 1 ᐕ㑆ߩቇᩞ↢ᵴߦㅢߒࠍ߽ߜ
ߥ߇ࠄ↢ᵴࠍߔࠆࠃ߁ߥജ߽りߦߟߌߡߊߎߣ߇ᄢಾߢࠆޕ
ޟߟߊࠅߩߤߥޠᵴേߪᄙߊߩቇᩞߢታ〣ߐࠇߡࠆౝኈߢࠆ߇㧘᧪ߩޟ⡯ᬺ↢ᵴࠍޠᗐቯߒߚ႐

ᆫ߿ᘒᐲࠍ⢒ߡࠆߎߣ߇ᄢಾߢࠆޕ⡯ᬺ↢ᵴߦᔅⷐߥ⠌ᘠᒻᚑߣߒߡߪ㧘ⷙೣᱜߒ↢ᵴ㧘ᤨ㑆▤ℂ㧘
ஜᐽ▤ℂ㧘⥄ജㅢቇߥߤ߇ߍࠄࠇࠆޕ
⠌ᘠᒻᚑߩᜰዉߦߟߡߪ㧘ዊቇㇱߩᣧᲑ㓏߆ࠄ㧘ఽ┬ߩታᘒߦวࠊߖߡ⛮⛯⊛ߦⴕ߁ᔅⷐ߇ࠆߘޕ
ߩ㓙㧘⼔⠪߿ነኋ⥢ᜰዉຬߥߤ߽߃ߡ㧘ㅪ៤ࠍ࿑ࠆߎߣ߇․ߦ㊀ⷐߣߥࠆޕਛቇㇱ߆ࠄߪ᧪ߩߊ↢
ᵴࠍᗐቯߒߚⷞ㊁߽ขࠅࠇߡ߈㧘㜞╬ㇱߢߪߘࠇࠍ⊒ዷߐߖߡߊޕ
⡯ᬺ↢ᵴߦᔅⷐߥ⠌ᘠߩ৻ߟߣߒߡ㧘ᤨ㑆ߩ▤ℂ߿ࠬࠤࠫࡘ࡞▤ℂ߇ߍࠄࠇࠆ߫߃ޕ㧘↥ᬺ႐╬
ߦ߅ߌࠆታ⠌ਛߪ㧘⡯႐ߩࠬࠤࠫࡘ࡞ߦวࠊߖߡ㧘⥄ಽߩ↢ᵴࠍ⚵ߺ┙ߡࠆߎߣ߇ᔅⷐߦߥࠆᤨޕ㑆ࠍᗧ
⼂ߒߡⴕേߔࠆߚߦ㧘ᬺቇ⠌ߩᤨ㑆ߦ৻ੱ৻ੱߦ⥄ಽ↪ߩᤨ⸘߿࠲ࠗࡓ࠲ࠗࡑࠍᜬߚߖࠆߥߤߩᎿᄦ
߇⠨߃ࠄࠇࠆߚ߹ޕ㧘㐳ᦼભᬺਛߩ↢ᵴࠍ⥄ಽߢ⸘↹ߒ㧘ታⴕߔࠆߎߣ߿ 1 ᐕ㑆ߩቇᩞ↢ᵴߦㅢߒࠍ߽ߜ
ߥ߇ࠄ↢ᵴࠍߔࠆࠃ߁ߥജ߽りߦߟߌߡߊߎߣ߇ᄢಾߢࠆޕ
ޟߟߊࠅߩߤߥޠᵴേߪᄙߊߩቇᩞߢታ〣ߐࠇߡࠆౝኈߢࠆ߇㧘᧪ߩޟ⡯ᬺ↢ᵴࠍޠᗐቯߒߚ႐
วߩജߪޟㆇേߔࠆߩߦᔅⷐߥജ৻ޕࠆߊߡߞߥ⇣ߪߣޠቯߩᤨ㑆หߓᆫ㧔┙ߜ⛯ߌࠆ㧘ᐳࠅ⛯ߌࠆ㧕
ࠍᜬߢ߈ࠆߎߣ߿㧘หߓߩേ߈ࠍ➅ࠅߔߎߣߥߤ߇᳞ࠄࠇࠆޕᬺቇ⠌ߥߤࠍㅢߒߡ㧘⛮⛯⊛ߦり
ߦߟߌߡߌࠆࠃ߁ߦߔࠆߎߣ߇ᦸ߹ߒޟߚ߹ޕஜᐽ▤ℂ߁ⴕࠍޠᗧ᰼߿ᗧ⼂ࠍ߽ߡࠆࠃ߁ߦߔࠆߎߣ߇
ᄢಾߢࠆ↢ޕᓤ߇⥄ࠄߩஜᐽଦㅴ߿∛᳇੍㒐ߦ㑐ߔࠆ⍮⼂ࠍりߦߟߌஜᐽߩ⛽ᜬࠍᄢಾߦߔࠆ⠌ᘠࠍ⢒ߡ
ߡߊᔅⷐ߇ࠆߡߒߘޕ㧘ࠃࠅࠃ⠌ᘠ߇ታ〣⊛ߦቯ⌕ߒߡߊߚߦߪ㧘ᧄੱߩᗧ᰼ࠍ㜞ࠆߎߣ߇ᦨ
߽㊀ⷐߦߥߞߡߊࠆޕතᬺ߹ߢߦ㧘㙃⼔ᢎ⻀߿ኾ㐷ක㧘ᩕ㙃჻㧘ஜᏧߥߤ߆ࠄࠍ⡞߈㧘ߦࠕ࠼ࡃࠗ
ࠬࠍ߽ࠄߞߚࠅ㧘ᜬ∛ߩࠆ↢ᓤߪਥᴦකߣ⋧⺣ߒߚࠅߒߥ߇ࠄ㧘⥄ಽߩஜᐽ▤ℂߩࡐࠗࡦ࠻ࠍᧄੱ߇⥄ⷡ
ߢ߈ࠆࠃ߁ߥข⚵ࠍⴕ㧘ቇᩞ↢ᵴ߆ࠄ⡯ᬺ↢ᵴ߳ࠬࡓ࠭ߦ⒖ⴕߢ߈ࠆߎߣ߇ᦸ߹ߒޕ

ዊቇㇱ㧔ዊቇᩞ㧕

ਛቇㇱ㧔ਛቇᩞ㧕

㜞╬ㇱ

ᄞ߿Ꮧᦸ
ᄞ߿Ꮧᦸ

ዊቇㇱ㧦⡯ᬺ⊛ߥᓎഀࡕ࠺࡞߳ߩ㑐ᔃ
٤りㄭߥ⡯ᬺ߿ߊੱߦ㑐ᔃࠍ߽ߟޕ

ਛቇㇱ㧦᧪ߩᄞ߿⡯ᬺ߳ߩᙏࠇ
٤᧪߳ߩᄞ߿ᙏࠇߩ⡯ᬺࠍ߽ߟޕ

㜞╬ㇱ㧦ߊ↢ᵴࠍਛᔃߣߒߚᣂߒ↢ᵴ߳ߩᦼᓙ
٤⡯ᬺ↢ᵴࠍᕁឬ߈㧘ᣂߒ↢ᵴ߳ᦼᓙࠍ߽ߟޕ
ޞ⺑⸃ޝ
ޟᄞ߿Ꮧᦸߪޠ㧘᧪ߩ⡯ᬺ߿↢ᵴߦߟߡ↢ᓤ⥄ࠄ߇ᄞ߿Ꮧᦸࠍ߽ߟߎߣߢࠅ㧘㗿ࠍታߔࠆߚ
ߦߪߤ߁ߒߚࠄࠃ߆⠨߃ࠆജࠍ⢒ߡࠆߚߩⷰὐߢࠆޟޕᄞ߿Ꮧᦸ⊒ࠕࡖࠠߪޠ㆐ࠍᡰ߃ࠆਛᩭࠍߥߔ
߽ߩߢࠆޕ
ዊቇㇱߢߪኅᣖ߿ⷫᚘ㧘りㄭߥၞ↢ᵴߩਛ߆ࠄ⡯ᬺ⊛ࡕ࠺࡞ߦធߔࠆߎߣ߇ᄢಾߢࠆ߽ߟޟޕਸ਼ࠆࡃ
ࠬߩㆇォᚻߐࠎߺߚߦߥࠅߚ߅ޟޠῳߐࠎߺߚߥࠍߒߚߩߤߥޠᗧ᰼߇߽ߡࠆࠃ߁ߥ⚻㛎߇ᄢಾ
ߢࠆޕ
ਛቇㇱߢߪ↥ᬺ႐╬ߦ߅ߌࠆታ⠌ߥߤࠍㅢߒߡዊቇㇱᲑ㓏ߢߩᙏࠇࠍዋߒߕߟౕ⊛ߥ⡯ᬺ߳ㄭߠߌߡ
ߊߚ߹ޕ㧘ਛቇㇱතᬺᓟߩㅴ〝ࠍቯߔࠆ㓙ߦߪ㧘᧪ߩᄞࠍᄢಾߦߒߥ߇ࠄ㧘ߘߩߚߦߤߩࠃ߁ߥㆬ
ᛯ⢇߇ࠆ߆ᧄੱ⥄り߇⠨߃ࠄࠇࠆࠃ߁ߥᡰេ߇㊀ⷐߢࠆޕ
㜞╬ㇱߢߪ㧘ޟᄞ߿ᙏࠇࠄ߆ޠ㧘ߘࠇࠍዋߒߕߟታߩ⥄ಽߩ↢ᵴ߳ߣ⚿߮ߟߌߡ߈ߚߩߘޕ㓙㧘
ޟᄞޠ
ߣޟታߩޠ㑆ߢ᛬ࠅวࠍߟߌߡߊߚߩቇ⠌߽ᔅⷐߦߥߞߡߊࠆޕතᬺ↢ߦࠃࠆㅴ〝⻠ߥߤߦ߅
ߡ㧘ߩ᭽ሶ߿㧘⛎ᢱߩߎߣ㧘৻ੱࠄߒߩ᭽ሶߥߤ㧘ౕ⊛ߦࠍ⡞ߊߎߣߪታ⊛ߥࠗࡔࠫࠍ߽ߟ
ߚߦലߢࠆޕ
ዊቇㇱߩᲑ㓏߆ࠄ㧘ᧄੱߩ㗿ߦነࠅᷝ㧘ޟᄞ߿Ꮧᦸࠍޠዅ㊀ߒߚᡰេࠍⴕ߁ㆊ⒟ࠍᄢಾߦⓍߺߍߡ
ߊߎߣ߇ᄢᄌ㊀ⷐߢࠆޕ

ዊቇㇱ㧔ዊቇᩞ㧕

ਛቇㇱ㧔ਛቇᩞ㧕

㜞╬ㇱ

↢߈߇߿ࠅ߇
↢߈߇߿ࠅ߇

ਛቇㇱ㧦ቇ⠌ᵴേ߳ߩ⥄⊒⊛ߥข⚵
٤ዊቇㇱߢၭߞߚᵴേ߳ߩᗧ᰼ࠍ᭽ߥޘቇ⠌ᵴേߩᗧ᰼߳ߣߟߥߍߡߊޕ

㜞╬ㇱ㧦⡯ᬺߩᗧ⟵ߩታᗵߣ᧪⸳⸘ߦၮߠߚᥜߩᵴ↪
٤ߊߎߣߩ߿ࠅ߇ࠍᓧࠆߎߣ߮᧪ߩ↢ᵴ⸳⸘ߦၮߠߚᥜᵴേߩᵴ↪ࠍ⠨
߃ࠆޕ
ޞ⺑⸃ޝ
ߪޠ߇ࠅ߿߇߈↢ޟ㧘ߊߎߣ߇⥄Ꮖࠍ↢߆ߒ㧘ࠃࠅࠃ↢߈ᣇࠍߔࠆߎߣߦ⚿߮ߟߡߊߣ
߁᳇ߠ߈ࠍ⢒ߡࠆߎߣߩ㊀ⷐᕈࠍ␜ߔⷰὐߢࠆޕ－58－
ਛቇㇱᲑ㓏ߢߪ㧘⥄ಽߩᅢ߈ߥᵴേࠍ߽ߟߎߣߢ⥄⊒ᕈࠍ㜞ࠆߎߣߦ㊀ὐ߇⟎߆ࠇࠆߥ⊛⊒⥄ߩߘޕᘒ
ᐲ߇ቇ⠌ᵴേో⥸ߩᗧ᰼߳ߣᵄߒߡߊޕ㜞╬ㇱߢߪ㧘ߊߎߣ߇⥄Ꮖࠍ↢߆ߒࠃࠅࠃ↢߈ᣇࠍߔࠆߎ
ߣߦ⚿߮ߟߡߊߣ߁ߎߣࠍ↥ᬺ႐╬ߦ߅ߌࠆታ⠌ࠍㅢߒߡታᗵߢ߈ࠆࠃ߁ߦߒ㧘૬ߖߡතᬺᓟߩ␠

↢߈߇߿ࠅ߇

ਛቇㇱ㧦ቇ⠌ᵴേ߳ߩ⥄⊒⊛ߥข⚵
٤ዊቇㇱߢၭߞߚᵴേ߳ߩᗧ᰼ࠍ᭽ߥޘቇ⠌ᵴേߩᗧ᰼߳ߣߟߥߍߡߊޕ

㜞╬ㇱ㧦⡯ᬺߩᗧ⟵ߩታᗵߣ᧪⸳⸘ߦၮߠߚᥜߩᵴ↪
٤ߊߎߣߩ߿ࠅ߇ࠍᓧࠆߎߣ߮᧪ߩ↢ᵴ⸳⸘ߦၮߠߚᥜᵴേߩᵴ↪ࠍ⠨
߃ࠆޕ
ޞ⺑⸃ޝ
ߪޠ߇ࠅ߿߇߈↢ޟ㧘ߊߎߣ߇⥄Ꮖࠍ↢߆ߒ㧘ࠃࠅࠃ↢߈ᣇࠍߔࠆߎߣߦ⚿߮ߟߡߊߣ
߁᳇ߠ߈ࠍ⢒ߡࠆߎߣߩ㊀ⷐᕈࠍ␜ߔⷰὐߢࠆޕ
ਛቇㇱᲑ㓏ߢߪ㧘⥄ಽߩᅢ߈ߥᵴേࠍ߽ߟߎߣߢ⥄⊒ᕈࠍ㜞ࠆߎߣߦ㊀ὐ߇⟎߆ࠇࠆߥ⊛⊒⥄ߩߘޕᘒ
ᐲ߇ቇ⠌ᵴേో⥸ߩᗧ᰼߳ߣᵄߒߡߊޕ㜞╬ㇱߢߪ㧘ߊߎߣ߇⥄Ꮖࠍ↢߆ߒࠃࠅࠃ↢߈ᣇࠍߔࠆߎ
ߣߦ⚿߮ߟߡߊߣ߁ߎߣࠍ↥ᬺ႐╬ߦ߅ߌࠆታ⠌ࠍㅢߒߡታᗵߢ߈ࠆࠃ߁ߦߒ㧘૬ߖߡතᬺᓟߩ␠
ળ↢ᵴࠍᝪ߃ߡ㧘⥄ಽߩ⿰ࠍᭉߒࠎߛࠅ㧘⡯႐ߢߩࠨࠢ࡞ᵴേ߳ߩෳടߩᣇࠍ⍮ߞߚࠅ㧘ᥜᵴേ
ߦ߁ᣉ⸳ߩ↪ࠍ⍮ߞߚࠅߔࠆߥߤߩౝኈ߽⠨߃ࠄࠇࠆޕ
ᥜߩᵴ↪ߦߟߡߪ㧘↢ᵴࠍޟᭉߒ߁ߣޠ㕙߽ࠆ߇㧘߽߁৻ᣇߢᥜߩᵴ↪ࠍㅢߒߡ࠻ࠬޟ
ࠬࠍ⸃ᶖߔࠆ߁ߣޠ㕙߽㊀ⷐߦߥߞߡߊࠆ⸃ߦ߁ࠃߩߤޕᶖߒߚࠄ߆⠨߃ߐߖ㧘ታⴕߔࠆ⚻㛎ࠍⓍ
ߎߣ߇ᄢಾߢࠆߚ߹ޕၞߢ㧘⋧⺣ߢ߈ࠆ⓹ญߩੱߣታ㓙ߦߔ㛎߽ᄢಾߣߥࠆޕ
ߪޠ߇ࠅ߿߇߈↢ޟ᭽ߥޘଔ୯ⷰࠍ߽ߟ൮⊛ౝኈߢࠅ㧘ᕈࠍዅ㊀ߒߥ߇ࠄ㧘ߘࠇߙࠇߦߣߞ
ߡߣޠ߇ࠅ߿߇߈↢ޟᕁ߃ࠆᨩߦળ߁ߎߣ߇ᄢಾߢࠆߩ࠷ࡐࠬޕᅢ߈ߥ↢ᓤߢࠇ߫㧘ᄢળ
ࠍ⋡ᜰߒߡᣣ㗃߆ࠄࠬࡐ࠷ߦขࠅ⚵㧘⁛⥄ߩᬌቯᐲࠍ⠨᩺ߒ㧘⨥ߩᬺࠍዉߔࠆ㧘ṽሼᬌቯ߿ࡄ
࠰ࠦࡦᬌቯ㧘ࡎࡓࡋ࡞ࡄߩ⾗ᩰขᓧߦขࠅ⚵ߎߣߥߤ߇⠨߃ࠄࠇࠆޕᲑ㓏ࠍㅊߞߡ⚖ࠍߣߞߡߊߎ
ߣ߇ബߺߦ߽ߥࠅ㧘⛮⛯߳ߩᗧ᰼߳ߣߟߥ߇ߞߡߊߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕၞߩࡎ࡞ߢතᬺ↢㧘ၞߩੱޘ㧘
ኾ㐷ኅߣߣ߽ߦࠦࡦࠨ࠻ࠍⴕߞߡࠆቇᩞ߽ࠆޕ㖸ᭉ߿⟤ⴚߥߤ㧘⧓ⴚ⊛ߥᵴേࠍㅢߒߡ⥄ಽࠍߔ
ࠆߎߣ߇⥄Ꮖታߦߟߥ߇ࠅ㧘లታᗵ㧘㆐ᚑᗵ߽߳ߟߥ߇ࠆޕቇਛߦળߞߚᨩࠍතᓟᡰេߦߟߥߍߡ
ߊߎߣ߇ᄢಾߢࠆޕ

ዊቇㇱ㧔ዊቇᩞ㧕

ਛቇㇱ㧔ਛቇᩞ㧕

㜞╬ㇱ
ㅴ〝⸘↹

ㅴ〝⸘↹

ਛቇㇱ㧦⋡ᮡࠍታߔࠆߚߩਥ⊛ߥ⸘↹
٤᧪⸳⸘ߦၮߠ߈㧘ਥ⊛ߦㅴ〝⸘↹ࠍߔࠆޕ

㜞╬ㇱ㧦᧪⸳⸘ߦ⚿߮ߟߊㅴ〝⸘↹
٤᧪⸳⸘ߣㅴ〝⸘↹ࠍⴕ㧘තᬺᓟߩ↢ᵴߦᦼᓙࠍ߽ߟޕ
ޞ⺑⸃ޝ
ޟㅴ〝⸘↹⋡ߪޠᮡࠍታߔࠆߚߦߪߤ߁ߒߚࠄࠃ߆ࠍ⥄ಽߢਥ⊛ߦ⠨߃ߡߊߚߩࠬࠠ࡞ࠍり
ߦߟߌࠆߎߣࠍ␜ߔⷰὐߢࠆޕᖱႎᵴ↪⢻ജߩޟᖱႎ㓸ߣᵴ↪߽ߣޠ㑐ㅪߔࠆⷰὐߢࠆޕ
ਛቇㇱߢߪㅴ〝ㆬᛯ߹ߢߩ╭߇ࠊ߆ࠆߎߣ߇ᄢಾߢࠆ߫߃ޕ㧘ᧄੱߩᄞ߿Ꮧᦸ㧘↥ᬺ႐╬ߦ߅ߌ
ࠆ⚻㛎ߦၮߠߡ㧘⥄ಽߢ⸘↹ࠍ┙ߡߡߌࠆߎߣ߇ᦸ߹ߒޕ
ㅴ〝వߩቇᩞࠍࠆߚߦ㧘ቇߩ⸘↹ࠍ┙ߡߡታⴕߒߡߺߚࠅ㧘ᢎᏧ߿⼔⠪ߣ⋧⺣ߒߚࠅߒߥ߇ࠄ㧘
⸘↹߆ࠄታⴕ߹ߢࠍਥ⊛ߦⴕ߁ߎߣ߇ᄢಾߢࠆߩߘޕ㓙㧘ߊ߹ߢ߽ⷫ߿ᢎᏧ߇ߚߩߢߪߥߊ㧘↢
ᓤ߇⥄ಽߢㅴ〝ቯࠍߒߚߣ߁ታᗵࠍ߽ߟߎߣ߇ᄢಾߢࠆߚ߹ޕ㧘↢ᓤߩታᘒߦวࠊߖߡ㧘ዋߒవߩ
᧪ߩߎߣࠍ⠨߃ࠆቇ⠌߽ᄢಾߢࠆޕ㧔᧪ߎࠎߥࠍߒߚ߆ࠄߎࠎߥቇ⠌߇ߢ߈ࠆ٤٤߳ㅴቇߒࠃ߁㧕
ߥߤߢࠆޕ
㜞╬ㇱߢߪ᭽ߥޘน⢻ᕈߩਛ߆ࠄᧄੱ߇⥄ࠄㅴ〝ࠍㆬᛯߢ߈ࠆࠃ߁ߥㅴ〝⸘↹߇ᄢಾߢࠆߛߚޕዞ⡯వ
ࠍࠆߣ߁ߎߣߛߌߢߥߊ㧘᧪ߪࠣ࡞ࡊࡎࡓߢ↢ᵴߒߡߺߚߥߤ㧘ࠗࡈࠨࠗࠢ࡞ߦ┙ߞߡ⠨
߃ࠆቇ⠌߇㊀ⷐߢࠆޕ
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【意思決定能力】
ዊቇㇱ㧔ዊቇᩞ㧕

ਛቇㇱ㧔ਛቇᩞ㧕

㜞╬ㇱ

⋡ᮡ⸳ቯ
⋡ᮡ⸳ቯ

ዊቇㇱ㧦⋡ᮡ߳ߩᗧ⼂㧘ᗧ᰼
٤⥄ಽ߆ࠄㅴࠎߢ⋡ᮡࠍ┙ߡࠆޕ

ਛቇㇱ㧦⋡ᮡߩ⸳ቯߣ㆐ᚑ߳ߩข⚵
٤⥄ಽߩߚ⋡ᮡߦะߌߡ⥄ಽߢ⺖㗴ࠍ⸃ߒࠃ߁ߣߔࠆᗧ᰼ࠍ߽ߟޕ

㜞╬ㇱ㧦᧪⸳⸘߿ㅴ〝Ꮧᦸߩታࠍ⋡ᜰߒߚ⋡ᮡߩ⸳ቯߣߘߩ⸃╷߳ߩข⚵
٤᧪ߩㅴ〝Ꮧᦸߦၮߠߡᒰ㕙ߩ⋡ᮡࠍ┙ߡ㧘ߘߩ⸃ߦะߌߡขࠅ⚵ޕ
ޞ⺑⸃ޝ
⋡ޟᮡ⸳ቯߪޠᏗᦸࠍታߒߚࠅ⺖㗴ࠍ⸃ߒߚࠅߔࠆߚߦ㧘ታⴕน⢻ߢౕ⊛ߥ⋡ᮡࠍ⸳ቯߔࠆജࠍ
⢒ߡࠆߎߣߩ㊀ⷐᕈࠍ␜ߔⷰὐߢࠆޕዊቇㇱߩᲑ㓏ߢߪ㧘᭽ߥޘᵴേߩਛߢ⥄ಽߩ㗿߇ታߔࠆ⚻㛎ࠍ
ㅢߒߡ㧘⋡ᮡ㆐ᚑ߹ߢߩㅢߒ߇ዋߒߕߟ߽ߡࠆࠃ߁ߦߔࠆޕ
ਛቇㇱߢߪ㧘⋡ᮡߩታߦะߌߡߩࡊࡠࠬࠍ⥄ಽߢ⚵ࠎߢߊߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߒߡߊߪߕ߹ޕり
ㄭߢ⍴ᦼ㑆ߦ㆐ᚑߢ߈ࠆࠃ߁ߥ⋡ᮡࠍ┙ߡࠆߎߣ߆ࠄࠬ࠲࠻ߒ㧘߿ࠅㆀߍߚߣ߁ᚑഞ㛎߇߽ߡࠆࠃ߁
ߦߔࠆߎߣߦ㊀ὐࠍ⟎ߊ․ޕᡰេቇᩞ ߩᷡᬌቯᐲࠍዉߒߡࠆቇᩞ߽ࠆޕ
ࠄߚ߈ߢ߇ࠇߎޟ٤⚖ޠ
ߣ߁⏕ߥ⋡ᮡ߇␜ߐࠇࠆߎߣߢ㧘↢ᓤ߇ᗧ᰼ࠍ߽ߞߡᵴേߦขࠅ⚵ߎߣ߇ߢ߈㧘วᩰߔࠆߎߣߢ⥄ା
߇↢߹ࠇ㧘ᗧ᰼߇㜞߹ࠅ㧘⥄ࠄᰴߩ⋡ᮡࠍ⸳ቯߔࠆߎߣߦߟߥ߇ࠆޕ
Ბ㓏ࠍㅊߞߡ㧘ዋߒ࿎㔍ߥߎߣ߿㐳ᦼ⊛ߥ⋡ᮡࠍ┙ߡࠆࠃ߁ߥ႐㕙ࠍ⸳ቯߔࠆߎߣ߽ᄢಾߢࠆޕਛቇㇱ
තᬺᓟߩㅴ〝ㆬᛯ႐㕙߽⋡ᮡ⸳ቯߩᄢಾߥᯏળߣߥࠆޕ
㜞╬ㇱߢߪ⋡ᮡ⸳ቯߣߣ߽ߦ㧘ታߩߚߦ⥄ಽ߇ߒߥߊߡߪߥࠄߥߎߣࠍ⠨߃㧘ขࠅ⚵ߎߣࠍ㊀
ⷞߔࠆ✚ޟޕว⊛ߥቇ⠌ߩᤨ㑆ߡ߅ߦߤߥޠ㧝ᐕ↢߆ࠄ⥄ಽߢ⺖㗴ࠍ⸳ቯߒ㧘ᣇᴺࠍ⠨߃㧘⸃ߒߡߊߣ
߁ㆊ⒟ࠍቇᩞ↢ᵴోߩቇ⠌ߦ⟎ઃߌ㧘ోᩞߢขࠅ⚵ࠎߢࠆ߇ࠆޕᢎቶߦߪੱߩ⺖㗴߇ឝ␜ߐ
ࠇ㧘ᧄੱߦ߽ߛߜ߆ࠄ߽ᗧ⼂ߐࠇࠆࠃ߁ߥ㈩ᘦ߇ߥߐࠇߡࠆޕ⺖ߩޘ㗴ߪ᭽߇ࠆߢޘ㧘ߒวߩ
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（６）知的障害のある児童生徒の「キャリア発達段階・内容表（試案）
」の全体構造
知的障害のある児童生徒の「キャリア発達段階・内容表（試案）
」
（全体構造図）を，表13にま
とめた。
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４

知的障害のある児童生徒の「キャリア発達段階・内容表（試案）
」活用の視点

本「キャリア発達段階・内容表（試案）
」の活用について，研究協力者及び研究協力校との協
議の各段階において検討を行ってきたが，それらをまとめると次の５点に整理することができる
（１）特別支援学校（知的障害）における小，中，高等部の一貫性のある職業教育，進路指導（進
路学習）の充実と，教育内容の系統性を明確にした教育課程の改善及び評価への活用
勤労観，職業観の育成を目指す教育は，学校の全教育活動を通して行う必要があり，児童生徒
のキャリア発達に目を向けながら，早期からの一貫性，系統性のある職業教育，進路指導の充実
を図ることが重要である。そのためには，学校全体で，小学部，中学部，高等部段階の各時期に
おける児童生徒の発達段階に即した学部教育の独自性を明らかにするとともに，学部間の系統性
を教育課程編成において明確にし，一貫性のある教育を行うことが大切である。本「キャリア発
達段階・内容表（試案）
」は，このような教育課程編成上の教育内容の系統性を図るために活用
されることを期待するものである。
このことは，同時に，これまで行われてきた「領域・教科を合わせた指導」や「教科別・領域
別の指導」，「総合的な学習の時間」などにおいて，勤労観，職業観の育成を図る観点から指導目
標を具体化し，その目標間のつながりを明確にしながら，その目標に向かって児童生徒が主体的
に学習活動に取り組むことができる指導方法や学習活動の設定などの充実に反映させる必要があ
る。本「キャリア発達段階・内容表（試案）
」で示した各観点は，このような具体的な指導計画
の作成及び改善・充実に活用されることを期待するものである。
（２）個別の指導計画，個別の教育支援計画（移行支援計画）への反映
個別の指導計画は，現行の学習指導要領において自立活動及び重複障害者の指導に当立って作
成することが示され，特別支援学校においては個々の実態に応じた指導を行う上で必要不可欠な
計画として位置付いている。中央教育審議会答申（2008）においては，
「個々の子どもの多様な
実態に応じた適切な指導を一層進めるため，各教科等の配慮事項なども含め」て作成することの
重要性を指摘しており，個別の指導計画に基づいた指導の充実は今後においても重要な課題の一
つであると認識する必要がある。
勤労観，職業観を育む教育の充実を図る視点からも，個別の指導計画において児童生徒一人一
人の実態把握や，これに基づいた指導目標，指導内容・方法の工夫，目標間のつながりや指導の
形態との関連などを具体化することが大切であると考える。本「キャリア発達段階・内容表（試
案）」は，このような観点での活用を期待するものである。
また，特別支援教育への転換に伴い，児童生徒の一人一人のニーズを正確に把握し，家庭や福
祉，医療，保健，労働関係機関等との密接な連携の基，長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後
までを通じて一貫して適切な支援を行うことを目的として「個別の教育支援計画」の策定及び活
用を図ることが必要となっている。11）
個別の教育支援計画では，特に支援の一貫性を確保することや，保護者と学校，または関係機
関との連携を図ることに力点が置かれるものであり，勤労観，職業観の育成が長期にわたるビ
ジョンをもちながら進めていく点に重要性があることから，個別の教育支援計画の策定，活用に
おいて本「キャリア発達段階・内容表（試案）
」のキャリア発達の視点や育てたい力として挙げ
た各観点の内容を活用することを期待するものである。
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この「キャリア発達段階・内容表（試案）
」で示した観点の中には，
「挨拶，清潔，身だしなみ」
「社会のきまり」
「金銭の扱い・管理・消費生活の理解」
「役割の理解と実行」
「習慣形成」
「夢や
希望」「目標設定」
「選択（決定，責任）
」など，特に家庭との連携のもとで具体化する必要性の
高いものが含まれている。このような連携を確保するためにも個別の教育支援計画における活用
が大切であると考えられる。
（３）中学校特別支援学級と特別支援学校高等部におけるキャリア教育の連続性の確保
中学校特別支援学級と特別支援学校高等部との接続，連携の充実の必要性については，これま
でも認識されてきた課題であるが，研究協力者，研究協力校との協議の中で特に重要性の高い課
題として挙げられた事項である。特に焦点が当たった課題としては，教育課程の違い，教育観の
違い，高等部への進学にかかわる進路指導の在り方などが挙げられた。
多様化している中学校特別支援学級の現状と課題，及び特別支援学校高等部との接続，連携に
関する課題については，さらに多角的に検討し，課題の整理を行う必要があるが，キャリア教育
を推進する観点から考えると，接続及び連携を図る上で概念の共有化を図る必要があるものと考
えられる。このことから，今日行われている学校見学会や入学者選考試検などの機会や，特別支
援学校のセンター的機能を生かした連携のための取組が有効であると考えられ，このような取組
において本「キャリア発達段階・内容表（試案）
」が活用されることを期待するものである。
（４）小学校，中学校における交流及び共同学習等における活用
小学校，中学校では，多くの学校で障害のある子どもと障害のない子どもの交流及び共同学習
が位置付けられている。交流及び共同学習は，特別活動，各教科，道徳，総合的な学習の時間等，
全教育活動を対象として行われるが，これらの活動においてキャリア教育に関する目標が設定さ
れ実践される場合があることが予想される。
また，今日，中学校等ではキャリア教育の一貫として職場体験・インターンシップの取組が行
われており，特別支援学級の生徒が行う産業現場等での実習の観点からこのような活動を共有す
ることは，将来の職業生活に向けた勤労観，職業観の育成を図る上で大変意義深いことであると
考えられる。
このような活動を進めるに当たっては，中央教育審議会答申12）にあるように「双方の子ども
たちの教育的ニーズに対応した内容・方法を十分検討」して指導計画を作成することが重要であ
る。「キャリア発達段階・内容表（試案）
」作成の意義で述べたキャリア教育としての連続性の確
保とは，具体的にはこのような意味を指すものであり，今後の活用を期待するものである。
（５）福祉，労働等の関係機関と連携した就労支援の展開における活用
学校が中心となって行うキャリア教育の成果は，学校卒業後の社会生活，地域生活への移行に
向けて，福祉，労働等の関係機関と連携した就労支援（移行支援）の中で生かされていく必要が
ある。キャリア発達形成のための支援は，生涯に渡って行われていく必要があり，卒業後の生活
を支える企業や関係機関に受け継がれていかなければならない。ここにキャリア発達形成のため
の支援の連続性の確保が必要となる。
キャリア発達形成の支援は，決して学校だけのものではなく，例えば企業の特例子会社におけ
る社員研修やキャリアアップシステム，就労支援センター等における支援システムの中に既に存
－64－

在しているものと捉える必要がある。学校のキャリア教育と卒業後（または移行期）の生活を支
える関係機関におけるキャリア発達形成支援との連続性を確保するための取組を通じて，双方の
キャリア発達支援の概念（支援の枠組み）を充実させていくことが大切である考える。このよう
な連続性を検討するために，本「キャリア発達段階・内容表（試案）
」が活用されることを願う
ものである。

５

研究のまとめと今後の課題

本研究は，これまで知的障害教育において行われてきた職業教育・進路指導について，勤労観，
職業観を育成する指導の充実を図る観点から知的障害のある児童生徒の「キャリア発達段階・内
容表（試案）」を作成することを目的とした。
知的障害教育における職業教育，進路指導について考えると，この教育が適応行動の困難性の
改善を児童生徒の主体的な活動の中に求め，現在の生活及び学校卒業後の社会生活の質の向上を
目指して行ってきたものであり，その中核に職業教育を据えてきたことから，勤労観，職業観の
育成という理念をもともと包括した教育であったということができる。そして，作業学習や産業
現場等における実習，進路学習など児童生徒の学習上の特性に応じて行われてきた実際的，総合
的な学習の形態は，この教育において最も重要な教育方法論である。したがって，これまでの職
業教育・進路指導をキャリア教育の概念で構造化しても，これまでの内容・方法論が変わるわけ
ではない。
一方で，今日，特別支援学校（知的障害）及び知的障害特別支援学級の在籍者が増加の一途を
たどり，知的発達の遅れと適応行動の困難性を特徴とする児童生徒の実態が一層多様化している
現状がある。また，社会の著しい変化に伴い，今日の社会において自立し社会参加するための「生
きる力」のとらえ方及び個に応じた指導を支える価値観もまた多様化しているものと考えられ
る。
このような現状において，今日，教育における「一貫性」
，
「連続性」
，
「系統性」等が叫ばれる
が，これらに表現される主張の本質的な意図は，このような多様化に基づく「価値観」の分散化
への危機感と同時に，一人一人の教育的ニーズに応じて適切な指導と必要な支援を行うための，
支援者による「価値観」の共有の必要性を表しているものではないかと考える。本研究において
作成した「キャリア発達段階・内容表（試案）
」は，児童生徒の生涯にわたるキャリア発達形成
への支援を行うために，関係者の価値観を共有する「歩み」を生み出す指標，ツールでもあると
考えている。
そして，自立し社会参加するための「生きる力」にかかわる実際的な知識，技術，態度の育成
を今後一層重視しつつ， これらの力を土台として変化の激しい時代を生きる児童生徒が自らの
「キャリア」を考え，自らの生活に生かす力の育成を重視した教育の充実は，知的障害教育にお
いても同様であると考える。
本研究において作成した「キャリア発達段階・内容表（試案）
」は，特別支援学校における12
年間のキャリア教育の視点からの系統性の確保（中学校特別支援学級と特別支援学校高等部の教
育の系統性の確保を含む）及び通常の教育と知的障害教育の連続性を意識したキャリア教育の推
進の観点から作成したものであるが，勤労観，職業観の育成を目指す教育活動の具体化に当立っ
ては，地域や学校の特徴を踏まえて行う必要のある側面もあることから，これを「試案」とし，
実践に当たっては各地域や学校の実情等に応じて具体化されることを期待するものである。
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本「キャリア発達段階・内容表（試案）
」は，まだ，改善及び検証を要する事項を残している。
１点目は，キャリア発達のとらえである。今回の枠組みにおいては，国立政策研究所生徒指導
研究センターの「職業観・勤労観を育む学習プログラムの枠組み」における職業的（進路）発達
段階，Cheryl Hanley-Maxwell らの「雇用のための準備として学校が有するべき職業的カリキュ
ラム」の考え方，知的障害者を教育する特別支援学校の各教科の内容の系統性などを中心に検討
したものであるが，今日，職業リハビリテーションやキャリア心理学等の分野で指摘している
「ライフキャリア」の視点から，さらに検討する必要がある。
２点目は，本「キャリア発達段階・内容表（試案）
」において，４つの能力領域ごとに各学部
において育てたい力として挙げた観点の設定に当たり， ６校の研究協力校の職業教育・ 進路指
導，就労支援の実践に関する情報をもとに精査していったが，６校の研究協力校のうち４校が高
等養護学校（高等部のみを設置する特別支援学校）であったことから，これらの学校に在籍する
生徒の発達段階に応じた観点が中心となったと考えられる。したがって，今後，多様な発達段階
の児童生徒が在籍する特別支援学校（知的障害）における実践をベースにした検証が必要である。
３点目は，本「キャリア発達段階・内容表（試案）
」の活用の観点から，研究協力者及び研究
協力校との研究協議会等において「キャリア発達段階・内容表（試案）
」の観点活用の可能性に
ついて協議を行ったところであるが，これを活用した実践の検証については，キャリア教育が学
校全体の教職員の共通理解のもと組織的・計画的に推進していく必要性があることから，今後，
さらに必要な期間を設けて実践的検証に取り組む必要がある。
以上のことから，今後，知的障害教育におけるキャリア教育推進の方向性を更に確かめつつ，
概念の共有化とこれに基づいた実践の検証を通して，児童生徒の勤労観，職業観を育成する指導
の充実を目指していく必要があるものと考える。
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章

（研究協力校の実践報告）

Ⅰ

北海道伊達高等養護学校

１．学校の概要
（１）学校の概要
本校は昭和56年に開校した職業学科制の高等養護学
校です。開校当初は軽度の知的障害のある生徒を対象
としていましたが，現在は，障害の程度が比較的重い
生徒を対象とした２学科（生活園芸科， 生活窯業科。
以下「生活科」とする）と，職業自立を目指す障害の
程度が比較的軽い生徒を対象とした４つの学科（農
業，木工，工業，家庭科。以下「４科」とする）が設置されています（いずれも定員各８名）。
現在は150名の生徒が在籍し，近隣施設から通学する生徒を除く全員が寄宿舎生活を送っていま
す。寄宿舎教育の充実による基本的生活習慣の定着を図っていることも本校の大きな特色となっ
ています。
（２）進路状況と地域の特色
開校当初に比べ，卒業後に施設や作業所を利用する卒業生が増えています。過去５年間で企業
就労した生徒の割合は25～30％前後となっています。開校当初に比べて就職率が低下した理由と
しては，生活科の設置に伴い障害が重度化，多様化してきたこと，生徒や保護者のニーズが多様
化してきたためと考えられます。
卒業生の就労先としては，食品加工業，サービス業，製造業が多くを占めていますが，地元企
業が景気に左右され，卒業生が職を失うケースも出ているなど，現実は厳しい状況にあります。
働く力を付けるための教育内容の見直しに加え，新たな職域，職種にも目を向けていく必要があ
ると思われます。
学校所在地である伊達市は，障害のある人が地域で生活する際のサポート体制が整った町とし
て知られています。卒業後の生活への円滑な移行を目指し，学校と地域が連携していくという意
味で恵まれた環境にあると言えます。学校周辺を意味する「地域」との連携はもちろんですが，
本校に在籍する生徒の出身地は札幌市から函館市までと広域にわたため， 移行という視点に立
ち，生徒の卒業後の居住地となる「地域」の諸機関とも連携，協力しながら卒業後を含めた進路
に係る支援を行っています。
（３）教育の基本方針
本校では学校教育目標を「心豊かにたくましく生きる人間の育成」
，指導の重点を「社会生活
に必要な基礎的な能力の育成を図る（社会の中で自ら学び，自ら考えて生きる力）
」
，
「思いやり
の心と好ましい人間関係の育成を図る（社会の中でより好ましく生きる力）
」
，
「健康で安全に生
活する態度の育成を図る（社会の中で健康や安全に気をつけて生きる力）
」と設定し，生徒個々
の教育的ニーズに応じて，卒業後，社会で豊かな生活を送り，地域で働き，共生することのでき
る力を育てる教育の充実を目指しています。
学校経営の重点として平成19年度は「職業教育等を指導する学校としての特色ある教育課程の
整備」「福祉制度の変化に対応できる新たな進路支援の充実」
「開かれた学校づくり」等が明記さ
－67－
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れ，社会への移行という視点からの取
組の見直しを図っているところです。
（４）教育課程
生徒の実態， 福祉制度， 障害観等の
変化を踏まえ， 卒業後の進路を見通し
た教育課程の編成を基本とし， 一人一
人の生徒の特性等を考慮した上で「生
活科」「４科」 それぞれの教育課程を
編成し指導計画を工夫しています。
教育課程の基本方針は， 次のとおり
です。
①「生活する力」を高める教育の充実
学校での日常生活の指導と寄宿舎で
の生活指導を基盤とし， 全教育活動を
通して基本的生活習慣や生活スキルを
高める指導を行っています。また，生
活単元学習やＬＨＲの指導内容の精選
や整理を図り， それらの指導の充実化
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を図るために国語や数学と関連を持たせることや，補完的指導を行うよう配慮しています。
②「働く力」を高める教育の充実
実習や作業学習を中心とした職業教育の充実を図り，実習や作業学習においては，国語的，数
学的要素を意図的・計画的に取り入れるとともに，望ましい対人関係や言語環境が築けるよう指
導の工夫を行っています。また，実習の指導においては国語や数学及び職業や自立活動などの教
科，領域と関連をもたせることや補完を行うなどの工夫を行い効果的な指導に努めています。
４科の専門教科では，週10時間のうち８時間を自学科実習，２時間を選択実習（
「農業」
「木工」
「工業」「家庭」
「ホームヘルプ」から選択）としています。生活科では選択実習を行わず，内容
を工夫しながら作業に対する基本的態度の育成と経験の拡大を図っています。
教育課程全体を通し，卒業後への円滑な接続という考えのもと，学習内容，学習方法の見直し
を行っているところです。
（５）学校の特色
本校生徒の顕著な特徴として，生活経験の不足や，円滑なコミュニケーションをとること，基
本的な知識を実生活に生かすことが苦手であることが挙げられます。また，養護施設で生活して
いる生徒の割合や，保護者の協力を得ることが難しいケースも多いため，在学中から関係諸機関
との連携を綿密にし，保護者を含めた生徒へのサポートを行っています。
こうした生徒の実態と，卒業後の生活への円滑な移行という視点，昨年度の学校評価や校内の
教育課程編成委員会で挙げられた課題を受け，現在次の点について取り組んでいます。
－68－

一つ目は，校内研修による学習計画，学習内容の見直しです。研究課題を「生徒一人一人の卒
業後の生活を見据えた日々の授業研究」とし，教科，領域同士の関連付けや，生徒一人一人の３
年間を見通した学習計画の再編成と実践のまとめを行っています。
二つ目は，地域とのつながりを重視した学校づくりです。社会との現実的な接点を多く経験さ
せること，卒業後の社会と同じような自然な状態を意識した指導を授業実施の観点とし，学校完
結型から地域生活志向型への作業内容の見直しを進めています。現在は近隣の施設や小学校との
交流を含めた実習，地元の企業との接点を持ちながらの受注作業，また，今年度より週１回（終
日）の近隣施設の窓ガラス清掃等を実施しています。
本校の特徴的な授業として，地域資源の活用や社会生活に結び付く学習であり，生徒・保護者の
教育的ニーズを生かした取組でもある「ホームヘルプ実習」が挙げられます。１年間の履修で講義
及び施設見学や実習を行い，ホームヘルパー３級の資格取得を目指します。新たな職域の開発と雇
用・就労の促進を期待できるものとして平成16年度から実施し，平成18年度から教育課程に位置付け
ています。
（＊ホームヘルプ実習の取組については「３ 職業教育･進路指導における取組」を参照）

２．職業教育･進路指導における指導計画
（１）指導計画の概要
進路に関する学習は，生活単元学習・総合的な学習の時間等で行うほか，現場実習の事前・事
後学習でも集中的に行っています。また，職場施設見学の実施，個別の面談等を通して進路につ
いて考える機会を設けています。
① 「生活単元学習」による般化と知識の応用
卒業後の社会生活に必要とされる「自己認知，道徳観」
「家庭生活にかかわる内容」
「社会生活
にかかわる内容」を扱っています。指導形態，指導計画を生徒の実態に合わせて工夫し，反復学
習により知識や技能を定着させ，応用力を付けることを目指します。
② 「総合的な学習の時間」による自己理解
「総合的な学習の時間」は，
「自己の生き方在り方を考える」ことをねらいとし，主に進路にか
かわる学習に取り組んでいます。自分の課題や長所を知ることや適性について考えること等を主
な内容としています。
③ 「現場実習」による「働く力」の育成
１年次２週（学校周辺の事業所・施設での引率実習）
，２年次３週（学校周辺または生徒の地
元の事業所・施設での引率，グループ，単独実習）
，３年次は２～６週間（就労予定先での単独
実習）の実習を行います。実習中及び実習後には，実習先の事業所からの評価票等を活用し，生
徒との面談を行っています。生徒が「働くこと」や「働く自分」を振り返り，自分自身について
考えを深める場としています。
④

保護者との密接な連携
年５回の保護者懇談会の中で，現場実習や進路支援に関わる説明，学習会，個別の懇談を行っ

ています。
－69－

⑤

生徒の課題の共有化
卒業後必要な力を①日常生活に必要な力，②社会生活に必要な力，③就労に必要な力として
分類し，チェックリストを用いて定期的に定着の程度を確認します。そのうえで生徒各自の課
題について明らかにするとともに適切な短期・長期目標を設定し，個別の教育支援計画を活用
しながら学校・寄宿舎と本人・保護者，また実習先と共通理解を図っています。

（２）職業教育･進路指導に関する指導計画（図）
ޣ㑐ଥฦᯏ㑐ߣߩㅪ៤ޤ
ޟߩᢎ⢒ᡰ

ၞߩᡰេࡦ࠲



ቇ  ᩞ
ޣᢎ⢒⺖⒟ߩข⚵ޤ

↢ᵴᡰេ

٤✚ว⊛ߥቇ⠌ߩᤨ㑆 ٤↢ᵴනరቇ⠌ ٤ታ⠌㧛ᬺቇ⠌

࡚ࠫࡉࠦ࠴ߩⷐ⺧╬

٤႐ታ⠌೨ᓟቇ⠌ ٤ᢎ⑼ᜰዉ
٤⡯႐ቇળ

ኅ


ࠫ
䳢
ࡉ
ࠦ
䳦
࠴
ᵷ
㆜


⡯
 

ᐸ

٤႐ታ⠌

ㅴ〝⋧⺣
ㅴ〝ߦ㑐ߔࠆ

2ㅳ

      
㧝 ᐕ

႐ታ⠌

႐
᳞⡯⊓㍳

2㨪6 ㅳ

㧞

㧟 ᐕ

ᐕ

  ቇᐕ
㧔㧞ㅳ㑆㧕


⼔ޣ⠪ᧄੱ߳ߩᡰេޤ

  ቇᐕ
㧔㧟ㅳ㑆㧕


٤ㅴ〝Ꮧᦸ⺞ᩏ㧔 ᐕᰴߩ  㧕

ࡂࡠࡢࠢ

េ⼔ᐲߩᚻ⛯߈

3ㅳ

٤ᣣᏱ↢ᵴߩᜰዉ

ᖱႎឭଏ╬
⡯႐ቇળ



䐳
ડ
ᬺ


ᬺ
ᚲ

ᣉ
⸳
䐴

↢
ᵴ
ᡰ
េ
ߥ
ߤ

េ⸘↹ߩޠᵴ↪

٤ㅴ〝ᜰዉᆔຬળ

٤⼔⠪ᙣ⺣ળ㧔ฦቇᐕ㧠㧢㧤㧟㧕
⡯႐㐿ᜏ

٤ㅴ〝⋧⺣㧔㓐ᤨ㧕 ٤㧼㨀㧭ⴕ㧔⡯႐ቇ⻠Ṷળ╬㧕

ዞഭߦ㑐ߔࠆ
ᖱႎឭଏ╬

３．職業教育･進路指導における取組～ ｢ホームヘルプ実習｣ の実践～
（１）実施の経緯
平成15年度の「生活体験発表会」で「介護福祉の仕事ができるようになりたい」と発表した生
徒の提案を「貴重な教育的ニーズ」と認識したことから，本校は「訪問介護員養成研修３級課程」
講座開設の作業に着手しました。平成16年５月に申請し，同年６月に訪問介護員養成研修事業者
として指定を受け，同年８月25日より適用を受けました。平成16，17年度の養成研修講座は「放
課後活動」の一つとして実施しました。受講生の研修への意欲，関心は高いものでした。また，
厳しい雇用情勢が続く中で，
「福祉・介護の現場」での新たな職域の開発と雇用・就労の促進と
いう側面は，今後の障害者の社会参加や高等養護学校の進路指導に新たな可能性を見いだすもの
として期待できるものと考えました。
受講生の習熟度の向上を図るためには規定時間以上に講義時間の設定が求められることや，講
師をすべてボランティアに頼ることも講座の運営上問題が生じることから，平成18年度から本研
修を教育課程に位置付けて実施することにしました。現在「ホームヘルプ実習」は専門教育に関
する各教科の「家政」の一分野の内容として押さえ，障害の程度が比較的軽い学科の２学年にお
ける「選択実習」として，選択・希望した生徒が履修しています。
（２）「ホームヘルプ実習」指導の実際
ホームヘルプ実習では目標を「家庭看護・介護に関する基礎的・基本的な知識と技術の習得を
－70－

図り，生活に関連する職業に必要な能力と態度を育てる。
」としており，週２単位時間，１年間
でホームヘルパー３級の資格を取得します。明確な目標を持っているため，生徒は非常に意欲的
に取り組んでいます。
実習内容は，介護員養成研修の資格取得に必要な規定の講義や演習が中心ですが，講義内容の
理解を深めること，介護の基本的な知識や態度を身に付けること，コミュニケーション能力の向
上をねらいとした独自の実践も含まれています。具体的には福祉機器体験や疑似体験を多く取り
入れること，ロールプレイ，ショートスピーチ，定期的に近隣施設を訪れての車いす清掃などの
学習を行っています。
（３）勤労観，職業観をはぐくむ観点から（キャリア発達段階・内容表（試案）との関連）
ホームヘルプ実習は，介護の仕事に必要な知識や技術と同時に，コミュニケーションの力を身
に付け，相手とのかかわりを通して自分を理解する学習です。この実習を通して生徒は「対象と
なるものや人を理解しようとすること」
「そのことによって自分について考え，自分を知ること」
を実践しています。実習を通して，普段の生活でも相手の立場に立って考えることや，客観的に
自分を見つめることができるようになってきています。
また，体験実習の中で，生徒たちが「人の役に立っている」
（自己有用感）という誇りを持ち，
現場見学先で利用者から「ありがとう」と言葉をかけられることは，自己を肯定する気持ち（肯
定的な自己理解）を強くするとともに，社会参加への意識を促し「働く事＝社会貢献」の意識の
向上へとつながっています。
◆「ホームヘルプ実習」とキャリア発達との関連
領

域

主な学習内容

意

義

【人間関係形成能力】
□職業との関連における自
己理解
□他者の考え，個性の理解
□自己をアピール
□助言の理解・実行
□ＴＰＯに応じた言動

・福祉機器体験，高齢者疑似体験
・ショートスピーチ
・ロールプレイ
・訪問介護に関する基本的態度
・見学，訪問，実技
・心理面への援助方法
・共感的理解と基本的態度の形成

・ロールプレイやショートスピーチ，疑似体験によ
る他者の心情や利用者の立場の理解や，そのこ
とを通しての自己理解を促すことができる。
・体験実習を通し，自己有用感や，肯定的な自己
理解を促すことができる。
・実習先の人々とのコミュニケーション及びあいさ
つ，礼儀の習慣化が期待できる。

【情報活用能力】
□職業に必要な知識， 技
術の習得
□職業における役割の理解
と遂行
□職業及び働くことの意義
の理解

・介護の基礎知識，介護技術
・福祉の制度とサービスの理解
・車いす清掃
・記録のつけ方，報告の仕方
・心理面への援助方法
・家事援助に必要な知識
・疾患の基礎知識

・介護や家事援助，福祉サービス等にかかわる基
本的な知識，技術を習得することができる。
・実際に利用者の方と接することやロールプレイを
通して，仕事や役割の意義を理解し，責任感を
持つことができる。
・家事援助に係る学習を通して自分の生活を振り
返ることができる。

【将来設計能力】
□様々な職業の 社会的役
割や意義の理解
□役割の自覚と実行
□働く生活を志向する意志
と新しい生活への期待

・福祉の制度とサービスの種類や
内容，役割の理解
・介護の基礎知識，介護技術
・時間ごとの振り返り学習
・車いす清掃

・介護施設等学校外の実習が，気持ちの切り替え
や仕事に対する責任感，あいさつ，礼儀など学
校ではマンネリ化しがちな面を補う成果を挙げ
ている。
・実習及び実習後の自己評価が自分の個性，適性
について考える機会となっている。

【意思決定能力】
□活動の自己評価
□将来設計や 進路希望の
実現を目指した活動の設
定とその解決策への取組

・活動後の自己評価や感想等
・ロールプレイ

・ロールプレイや介護施設での実習を通して考え
を深めることができる。また，継続，反復する
ことにより，状況に合わせて考え，判断する力
や取るべき行動を体験的に知ることができる。

－71－

（４）具体的な実践事例～ホームヘルプ実習での取組から～
先に述べたように，ホームヘルプ実習では規定の講義，演習
等以外に，本校独自に取り組んでいる内容があります。生徒の
実態に合わせ，理解を促すことをねらいとして行っているこれ
らの活動が， 結果として人間関係形成能力等のキャリア発達を
促すことにもつながっていると考えられます。
①

知識としての介護理念・基礎知識（情報活用能力・将来設計能力）
介護の基本的視点や介護保険などの高齢者福祉の制度やサービスを学びます。専門的な知識は

近隣施設から招いた外部講師から学んでいます。最初は外部講師の授業に緊張していましたが，
講師から「介護は人が人を想うこと。
『思う』のではなくて『想う』こと。自分がそうされたら『嫌
だ』と想像する。
『嬉しい』と想像する。
『嬉しい』と感じてくれることを私たちはしてあげる。
それが私たちの仕事です」と
いう話がありました。介護の
プロが仕事への熱意や，やり
がいを語ってくれたことで，
生徒の実習への意識は大きく
変わり，主体的な活動へと結
び付いたと思われます。
②

疑似体験～高齢者疑似体験・ブラインドウォーク～（人間関係形成能力）
仲間に共感したり，人に



協力したりするときに必要
となるのが「相手の視点に
立つ」ということです。疑
似体験では利用者役と介助
役に別れ，途中で役を交換
することで，相手の気持ち，意図を考えまし
た。（身体に不自由なことがあると） どうな
るのか，（自分がそうした立場なったら） ど
うするのか，
（介助する人には） どうしてほ
しいのかを考えることをねらいとして行って
います。

③ ショートスピーチ（話題の共有・知識・経験を広げるために）
（人間関係形成能力・情報活
用能力）
衣・食・住を扱う仕事であるホームヘルパーですが，それらのことについて授業で取り上げて
いくうちに，興味の幅や生活経験，一般常識などが足りないことがわかってきました。
実習のグループでも常にリーダー的役割を果たしていたＴくん，Ｈさんは，バスケットボール
部に所属し，毎日忙しい学校生活を送っていましたが，ある時，NBA入りした日本人選手のこ
－72－

とが全国的に話題になりました。その選手の事を当然知っている
と思い２人に質問してみると全く知らないどころか興味も示さな
い様子に驚かされました。その選手の写真をみせると「スポーツ
店のポスターの人だ」と返事が返ってきた時には少し安心しまし
たが，彼らが実際目にしていても興味や関心が薄いため，記憶に
留めていないことが余りにも多いことに気付かされました。
そこで，初めて出会う利用者との新たな人間関係を築くために
は，日常のあらゆる事への興味・関心をもたせることが大切と考え，毎回授業の最初に順番で

ショートスピーチを行うこととし，新聞やテレビの話題，最近自分の身の回りで起こった出来事
などを手短にまとめて話す活動を取り入れました。聞き手である他の生徒は，そのスピーチを聞
いて話の糸口を見つけ出し，質問するようにしました。
最初は，相手の話に応答し，質問を入れながら話を展開していくことが難しいようでしたが，
徐々に生徒同士でのやり取りができるようになっていきました。また，教師もその生徒の会話の
理解力に合わせて話題を補足したり，解説したりしながら，話の展開例のようなものを提示して
いきました。そうした会話が社会に出た時に様々な場面で行われ，世間話が人と自分をつなぐ
ネットワークに成り得ることを学習しています。
④ ロールプレイ（人が人として社会の中で生きていく力を身に付ける）
（人間関係形成能力・
意思決定能力）
「困っている人がいたら助けてあげたいという思いはあって
も，何をどう話して，どのように手助けしてあげたらよいのか
わからない」「大きな声であいさつしたいのに相手にどう思われ
るか考えたら勇気が出ない」など，悩んでいる生徒の声を授業
の中で聞く機会がありました。
生徒自身， 今までの育ちの中で， 周りの人の意図や感情など
を理解し， その人の立場に立って物事を考える力が養われてこ
なかった経緯があり， そうしたことが仕事だから考えて行動す
るように，と示しても無理があることに気付きました。
以前講師の方が話していた， 介護とは「嬉しい」 と相手が感
じることをしてあげる仕事であるということを意識し， 様々な
場面で「嬉しい」 と感じてもらえる体験ができるようにロール
プレイを取り入れました。
ロールプレイでは，相手の立場や気持ち，状況をその場で判断し，行動できることを目標に
行っています。あわせて，語調や顔の表情，仕草なども大切であることを学習します。最初は，
ぎこちない仕草で取り組んでいました，次第に自ら考え演じることができるようになってきてい
ます。また，演じた直後にフィードバックすることで，自分の良い点や欠けていた点に気が付く
ことができ，適切な自己認知につながっていると考えています。
また，仲間のロールプレイ内容についての良い点や，改善すべき点を発表しあうことで，他者
の良い点にも気が付くようになり，他者の失敗や欠点を責めるのではなく，やさしい言葉かけへ
と変化しています。それは同時に，グループ間の仲間意識の高まりにもつながっています。
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ロールプレイで学んだことは地域の施設での実習の中で発揮され，小さかったあいさつの声は
大きく変わっています。また，利用者との交流では，言語があまり明瞭でない方とのコミュニ
ケーションを図る上で，一生懸命聞き取ろうとする姿勢をみせるようになりました。
⑤ 利用者との出会い，施設職員の職業観に触れて～学習の場はさらに地域へ～（人間関係形成
能力，情報活用能力，将来設計能力，意思決定能力）
学校外での実習は，今まで学んだ学習を生かす場として考え，実
習先では教師からの指示や助言はできるだけ控えています。お年寄
り，車いすに乗った人，きびきびと笑顔で働く職員に，同じ年代の
友人に囲まれて生活している彼らは戸惑う様子も見せました。最初
は小さな声で「こんにちは」と言うだけが精一杯の様子で，利用者
に話しかけられて驚き，実習の帰り道で泣く生徒もいました。利用
者の乗った車いすの清掃に時間がかかることもありましたが，実習後の反省では「次はもっと掃
除用具を使いこなして，手早くきれいに仕上げたい」と書いた生徒が何人もいました。
しかし，校内の実習において学んだことを継続，反復することで，状況をその場で判断し，行
動できるようになってきています。
「いつもありがとう。 車いすきれいにしてくれて助かるわ」
と利用者から話かけられた時の生徒の顔の輝きからは，人の役に立っているという自己有用感を
感じさせられました。人から必要とされているという自負が自己の評価を高め，社会での自分の
居場所や存在意義を見出すことにつながるのではないかと考えます。

４．取組の成果・評価と今後の課題
（１）「ホームヘルプ実習」取組の成果
・教育課程に位置付けることにより，知的障害のある生徒の資格取得の可能性を広げると共に，
福祉・介護という新たな職域の開発と，雇用・就労に向けて視野を広げることができました。
３級課程を修了後，個人で一般の２級課程に挑戦し，修了した生徒もいます。
・実習を通して生徒の学習の姿勢や意欲に大きな向上が見られました。人や地域とのつながりを
大切にした授業実践が，職業的発達課題としての自己有用感，肯定的自己理解を育てることに
つながっているためと思われます。また，
「自己理解」
「コミュニケーション」
「主体性」
「責任
感」などの面で成長が見られ，日常生活全般における言動にも変化が現れています。学習計画
と評価にキャリア発達の視点を入れることにより，この実習での取組の意義を確認することが
でき，さらに他の学科の実習内容を見直す契機となりました。
・地域資源を活用し，学校外とのかかわりを持たせた実習内容と，それに伴う生徒の変容は，他
の学科の実習内容や指導計画，さらには教育課程を見直す契機となりました。
（２）今後の課題
①ホームヘルプ実習にかかわる課題
・学習内容をより確実に理解できるよう，実践内容を検証し，学習計画を見直す。介護の現場の
意見を聞き，どのような力が求められ，期待されているのかを知り，学習計画にフィードバッ
クしていく。
・履修後の生徒の意欲の持続や，知識・技術の定着化に向けた取組を充実させる。ホームヘルプ
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実習を履修するのは現場実習との関係もあり，２年生が中心となっている。学んだ知識や技術
を履修後も生かし，さらに確かなものにするため，施設訪問を継続するなどの体制づくりの工
夫をする。
②教育課程にかかわる課題～地域とのつながりを持った授業実践を通して～
・実践の成果を踏まえ，教育課程を検討，改善していくことが必要である。地域との連携を深め
ることの意義と成果を確認し，
「一人の社会人としての自覚を持って働き，生活する力を育て
る」という観点を共有化し，授業実践研究を通して更なる意識改革を進めていく。
・本校生徒全体の傾向である「生活経験の不足」
「コミュニケーション力不足」
「知識を生活に生
かせないこと」などに対する指導の充実を図る。これらの課題に対し，キャリア発達段階・内
容表等を参考にした指導内容の見直しと整理，地域の様々な人との交流や体験学習等によって
社会との現実的な接点を多く経験させる等の指導の工夫を行う。具体的には，キャリア発達段
階表等を参考にした学習計画の見直しと整理，地域の様々な人との交流や体験学習等を取り入
れる。
③キャリア教育の理解・啓発
・キャリア教育の推進に当たっては，校内の継続的な研修に加え，地域に開かれた学校として授
業公開等を行い，保護者や地域の方への理解啓発に努める。
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２

岩手県立盛岡高等養護学校の実践

１．学校の概要
（１）学校の概要
本校は平成10年４月に盛岡市の西南地区に高等部のみの知的
障害養護学校として開校し，各学年共に普通科３学級，職業学科
は農芸科，工芸科，家政科が各１学級で編制され，合計18学級
167名（普通科82名，職業学科85名）の生徒が在籍しています。
特に職業学科は，本県に１校しか設置されていないために，
生徒は県内全域から入学しています。 そのために寄宿舎も設置され83名の生徒が利用していま
す。本県では，特別支援教育の推進に伴い再編整備計画が行われることとなり，本校では平成21
年度から普通科の募集を停止し，職業学科に特化した特別支援学校となることが決定しました。
（２）進路状況と地域の特色
本県は四国４県分の広大な県土と豊かな自然に恵まれ，農林業やリアス式の三陸沿岸を中心と
した水産業が有名です。また，近年は東北新幹線や東北自動車道の沿線に多くの誘致企業が進出
していますが，経済発展にまだまだ多くの課題を残しています。
開校当時の進路状況は，製造業が大半を占めていましたが，ここ数年はサービス業，卸売・小
売業に就職するケースが増えています。
しかし，生徒の出身市町村が全県にわたり，しかも年度によって生徒の出身地分布が異なるこ
とから，進路状況が変わることがあります。また，地元に就職先が見つからなかった場合は，グ
ループホームを利用して他地域の福祉工場や企業等に就労する場合も少なくありません。
（３）教育の基本方針
本校は，『「生きがいのある生活（生涯）の実現」～生徒一人ひとりの自己実現を目指す指導・
支援～』を教育理念としています。
教育理念の実践に当立っては，次の四つの観点から生徒の自己実現のための指導・支援を展開
しています。
○

働く喜びの実現を図る指導・支援

○

有用感に満ちた生活の実現を図る指導・支援

○

社会的所属感のもてる生活の実現に向けた指導・支援

○

生活の質的向上を促す指導・支援

また，ＩＣＦの理念に基づいて生徒理解を深め，生徒のニーズに対応した指導・支援を進めな
がら，主体的な学校生活や卒業後の生活の実現を目指しています。
（４）教育課程
社会の一員として働く力を育てるために，実習（教育課程上は「作業学習」
）に取り組んでい
ます。本校では，週30時間の授業のうち12～14時間を実習に充てています。その内容は，農業，
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園芸，木工，印刷，組立，窯業，裂き織，クリーニング，被服，料理，食品加工，紙すき等15種
類以上に及んでいます。
○週時間割表及び日課表
○職業学科

○普通科
月
8:35

火

水

木

登校 （学年）１・２・３

8:45

１

9:45

２

10:35

３

11:25

４

Ｈ Ｒ/トレーニング Ｈ Ｒ/日生
作

業

金

12:15

生

５

14:10

６

15:00

生

単

水

木

金

１２３

１２３

１２３

１２３

１２３

学年

体音国

１

音体数

２

数作

基作

基国数

基作

基作

３

国

礎

礎理職

礎

礎

４

美

実

実美家

実

実

習業

習

習業

習業

数数音

Ｈ Ｒ/ トレーニング

業

給食・休憩

13:15

火

１２３

国国体
日

月

給食・休憩
総

合

ＬＨＲ

５

職音社

音保作

保数国

理職保

総

６

家数音

社体業

体社美

数家体

ＬＨＲ

清掃・ＨＲ・部活動

合

清掃・ＨＲ・部活動

※Ｂ類型（ゴシック）は日常生活の指導である。 ※下校（月～木）
17:00 （金）
15:00

（５）学校の特色
本校は，知的障害のある生徒を対象にした後期中等教育の機会を拡充するために，盛岡地域の
進学ニーズに対応する普通科と，全県的な視野で職業教育の充実を図るねらいをもった職業学科
の二つの学科を併設しています。
職業学科のみの高等養護学校が多い中にあって，知的障害のある生徒の後期中等教育を，分け
ないで整備・充実させていこうとする全国的にも類例の少ない学校です。
職業学科においては，実習を中心にした職業教育により，社会自立や職業自立を図るための力
を付ける指導・支援が行われています。
普通科においては，領域・教科を合わせた指導を中心にした教育により，社会参加と自立を目
指す指導・支援が行われています。
また，職業学科・普通科ともに共通した取組があり，朝のトレーニングや修学旅行，学校祭，
マラソン等の行事，部活動や寄宿舎生活などをとおし，共に生活する中で，相互に励まし合い，
高め合う姿が見られることも，特色の一つとなっています。

２．職業教育・進路指導における指導計画
（１）指導計画の概要
①

職業学科
職業学科においては，生徒や保護者のニーズによる多様な進路選択に基づき，基本的には職業

自立を目標としています。
１年生は作業学習として農芸・工芸・家政の各基礎実習を中心に行います。また，近隣事業所
の協力を得て，５月から２月まで週１回グループごとの「通年型実習」に取り組んでいます。さ
らに，前期・後期の３週間ずつの就業体験実習を通して，２年生，３年生での企業等における校
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外実習に備えます。
２年生は各科での専門実習に取り組みます。また，前期就業体験実習は，初めての職場実習で
もあるので，学校周辺にある事業所の協力を得て「経験的」意味合いの体験実習に取り組んでい
ます。後期実習は，可能な限り生徒の出身市町村の事業所で職場実習を行い，地元での将来の就
労生活が円滑に進むよう支援しています。
３年生は，卒業後の就労を見据えた職場実習を前期・後期の他に，長期休業等を利用して年５
回程度行い，卒業後の社会生活にスムーズに移行できるよう取り組んでいます。また，卒業生全
員を対象に「移行支援会議」も行っています。
②

普通科
普通科においては，生徒の様々な実態に基づく多様な進路希望を実現するため，きめ細やかに，

個別のニーズに添った進路指導を行っています。特に近年，福祉的なサービスを活用した卒業後
の就労や社会生活につなげるための実習への対応が迫られ，個別の移行支援計画等を踏まえた，
より個別的な進路指導が行われているところです。そのため，実習は，多くの場合，教師が「ジョ
ブコーチ」的役割を担い，共に作業に取り組むことが必要になっています。実習は，従来の「巡
回型」から「協働型」へと大きく変化しました。実習期間や実習先も，個々の実態に応じて，個
別に検討される傾向が強くなっています。
（２）  職業教育・進路指導に関する指導計画（図表）
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３．職業教育・進路指導における取組
【キャリア発達段階・支援内容表を活用した取組】
（１）キャリア発達段階表と支援内容表について
本校は，これまで職業自立に関することを教育の中心とし，作業学習を通して行ってきました。
創立10年目を迎えるに当たり，職業教育を主に作業学習の中で行ってきた本校では，生徒の進路
実現に向けてこれまで取り組んできた指導・支援の在り方を評価・分析し，作業学習の指導内容
や方法をキャリア教育の視点から見直し，授業改善や共通理解を図ることとしました。
そこでその手だてとして，平成18年度に国立特別支援教育総合研究所が作成した「キャリア発
達段階・内容表（試案）
」に基づき，本校独自に，
「キャリア発達段階表」
（次項表－１）を作成し，
活用するとともに，作業学習において［表－２］
［表－３］のような「支援内容表Ａ・Ｂ」を作
成することに取り組みました。
「支援内容表Ａ」は「個別の指導計画」と「キャリア発達段階表」
を関連づけるとともに，作業工程ごとに支援内容等を結び付けることにより，生徒の支援課題を
把握することを目的とし作成しました。この取組を通して，作業学習において個々の進路ニーズ
に的確に応えることのできる具体的な支援の方法を明らかにしたいと考えています。
国立特別支援教育総合研究所が提示した「キャリア発達段階・内容表（試案）
」と本校独自に
作成したものとの変更点の第一は，区分けの表記を「知的小学部」
「知的中学部」
「知的高等部」
から，「第１段階，第２段階，第３段階，第４段階」と修正したことです。これは本校の実態と
して，養護学校中学部からの入学者が比較的多い普通科に対応させる必要があると考えたからで
す。
また，第二の変更点としては，各領域の各スキル項目に対して例えば「人間４－１」というよ
うに番号を付したことです。本校研究で取り組んでいる「支援内容Ａ表」
「支援内容Ｂ表」内に
おいてキャリア発達段階表をその番号で表記することを意図したものです。 このことにより，
キャリア発達段階表に示されている指導項目全体の中で，各人の現在の位置，次のステップへの
見通しを把握ができると考えたからです。
（２）具体的な実践事例
①

作業学習における取組
ア

研究内容：年間を通して行っているりんご等を使った食品加工を単元化し，生徒がより主
体的に活動できるよう支援内容を見直す研究です。

イ

研究方法：事例対象生徒を選び，キャリア発達段階表〔表－１〕及び支援内容Ａ表〔表－
２〕
・支援内容Ｂ表〔表－３〕を作成し，授業実践に取組ました。

②

作業学習の授業実践例
この単元での取組では，曜日ごとに作業内容を固定化，サイクル化し，一覧表にして教室に掲

示することにより生徒が見通しをもって主体的に取り組めるよう計画を作成しました。また，教
師の支援の在り方として，共に作業する者として，生徒とは離れた位置で生徒と同じ作業をする
ことにしました。
このことにより，生徒は，教師の作業を見たり，質問をしに行ったりするなど，能動的な行動
が多くなり，自らの判断で，相互に協力し合いながら，より主体的に取り組もうとする意欲が高
まりました。

－79－

（３）取組の効果と今後の課題
本校の研究テーマは「生徒一人一人の教育的ニーズに応える授業づくり」～作業学習の充実を
目指して～というものです。このテーマの下，作業学習を展開する観点として，本校の教育理念
とキャリア発達段階表を関連付けて，ア

働く喜びをもつ生徒（意欲）
【意思決定能力】
，イ

用感がもてる生徒（責任）
【将来設計能力】
，ウ
成能力】，エ

有

社会的所属感をもつ生徒（協力）
【人間関係形

生活の質を高める生徒（興味・関心）
【情報活用能力】の四つの観点を設定しまし

た。
これまでの実践を通し，生徒個々の具体的支援を考える際に，
「支援内容表Ａ・Ｂ」を整理し
たことにより，今まで以上によりきめ細やかに検討することができるようになりました。普通科，
職業学科とも，それをもとに授業担当者で確認することによって，支援の共通性がでてきていま
す。普通科の取組では，生徒を取り巻く人的あるいは物理的環境を整え，視覚的な提示を行うこ
とによって，生徒がより主体的に活動する場面が多くなってきています。職業学科では，活動の
指示内容を工夫し見通しがもてるような支援を心がけることにより，生徒の自発的な質問が多く
なるなど，より能動的な行動になってきています。
今後の課題としては，次のことに取り組むことが必要となります。
○

キャリア発達の過程や段階についての研究と理解の深化

○

生徒一人一人のキャリア発達段階や指導内容・方法の全校的共通理解の促進

○ 様々ある「個票」
（指導・支援計画，発達段階表，指導内容表等）
」の統合・整理と表記
方法等の簡素化
○

主体的な作業や進路学習を目指すための教師の意識改革と授業の実践
［表－１ キャリア発達段階表］
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３

千葉県立特別支援学校流山高等学園の実践

１．学校の概要
（１）学校の概要
本校は千葉県の東葛飾地域に位置し，平成９年４月に千
葉県内で初めての高等部単独の養護学校として開校しまし
た。軽度の知的障害者を対象として選考試験で入学者を決
定し，「農業」
，
「工業」
，
「家政」 を中心とした職業に関す
る３つの学科と７つのコースを設置しています。 定員は
１学級９名，１学年（５学級）45名，３学年で135名です。
本校は， 職業学科のみの特別支援学校として， 社会自立・

学

科

コース
農業コース

園芸技術科

園芸コース
窯業コース

職業自立を目指して教育の充実を図るとともに，職業教育
及び就労支援に向けた機能を果たす役割を担っています。

工業技術科

木工コース
成型コース

（２）進路状況
本校に入学した生徒は企業就労を希望し，卒業後の就労

縫製コース
手芸コース

生活技術科

や自立を目指して学校生活に取り組んでいます。これまでの卒業生では355名中348名が就職し，
卒業生の就職率は98パーセントです。また，本校卒業生の就労率（卒業生が現在，就労生活を送っ
ている割合）は約９割（H19.７月現在）と高い率を示し，離職した卒業生もほとんどの人が再就
職して就労生活を送っています。
（３）教育の基本方針
本校の教育目標は，
「一人一人の障害の状態や特性に応じ，社会自立・職業自立に必要な知識・
技能・態度及び生きる力を育て，個性が輝く教育を推進する」ことであり，
「社会自立・職業自
立」を根幹におき，充実した学校生活になるよう「人づくり・ものづくり・学力づくり」に取り
組んでいます。
（４）教育課程
本校の教育課程は，教科別の指導・領域別の指導・総合的な学習の時間の３つによって構成
しています（教育課程の構造図）
。
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教科別の指導では，専門教科と普通教科を分け，午前中は主に専門教科として各コースの実習
を行い，午後は普通教科の授業を行っています。専門教科は実習を学習の中心に捉え，将来の働
く生活の中で必要とされる基本的な力の育成を目指して取り組んでいます
普通教科は自立に必要な力，生活に必要な力を指導していくために，教科の目標と指導内容を
配列した年間計画を作成しています。領域別の指導は，
「道徳」
「特別活動」
「自立活動」で，い
ずれも時間枠を設けて展開しています。総合的な学習の時間は，本校では「ＳＴ学習」と呼んで
います。一人一人が自らの「step」を乗り越えながら，次の「stage」へと進むための学習であ
ることから，共通して使われている「ＳＴ」の文字をとって「ＳＴ学習」と名付けました。
（５）学校の特色
これまでの本校の概要からも分かる通り，職業教育を一層推進し，職業自立を図る教育実践を
深めていくことが本校の大きな役割の一つだと言えます。 また職業教育を実践している本校で
は，本校の教育内容そのものが「キャリア教育」であるとも考えます。本校では，生きる力を育
てるための支援を充実させていくため次のような研究に取り組んでいます。
①研究主題 「自立への支援」
②副

題 「キャリア発達の視点を踏まえて」

③ね ら い

自立に向けた支援について「キャリア発達の視点」で捉え，整理することで生徒
一人一人の発達段階や発達課題を明らかにして，より実践的な支援に結びつけて
いく。

④内

容

教科別の指導・支援内容について「キャリア発達に関わる諸能力」との関連を明
確にする。

⑤考

察

関連を明らかにしていくことで教員の意識が明確になっており，授業における目
標や展開での配慮・視点・方法に工夫や焦点化が進んできている。

２．職業教育・進路指導における指導計画
（１）指導計画の概要
本校設立の主旨である「社会自立・職業自立を支援する職業教育を中心とした後期中等教育の
場」であることに基づき，生徒の適性・能力を客観的かつ的確に把握し，望ましい勤労観を養う
ことを基本方針にしています。保護者や関係機関と緊密な連携を図り，計画的に実践的な活動を
通して職業人としての資質を育成し，生徒一人一人の自己実現へ向け，本人の自己決定を尊重し
ながら支援・指導に当たっています。
１学年は，就業生活に必要な体力や知識・技能・態度などを定着するための生活習慣を確立す
ることを目標にします。年２回（６月・10月）次学年からの「産業現場等における実習」に向け
て，すべて外注（商業的流通品）で行う「校内実習」を実施しています。２学年は，１学年で身
に付けた基本的生活習慣及び自立した職業人として基本的能力の進歩状況を見極め，その能力伸
長を図るとともに，将来の進路先の見通しがもてるようになることを目標にしています。
「産業
現場等における実習」を年２回（６月・10月）実施し，卒業後の進路希望実現に向けての筋道を
確実なものにします。３学年は，卒業後の生活を意識し，職業生活に必要な体力・技能・態度を
確実にすると同時に，社会人としての望ましい姿を意識しつつ，自分の生活を自ら創造して彩り
あるものにする力を付けるきっかけをつかむことを目標にしています。
－83－

（２）職業教育・進路指導に関する指導計画（図表）
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３．流山高等学園の実践

～「ＳＴ学習」の取組～

（１）「ＳＴ学習」の特徴
本校はこれまで高い就職率を維持し，就労率も約９割と高い率を示している。このことは本校
での職業教育及び関係機関との連携の効果が， このような結果に結び付いているものと考えま
す。本校の目標は「社会自立・職業自立」であり，つまり，就職しただけでは不十分で，働く喜
びや生きがいを見つけ，主体的に社会に参加しながら生活できるような生徒を育てていくことを
目的としています。本校の教育課程は，２つのステージによって構成されています。そして２つ
のステージを結ぶものが「キャリア発達の視点」であると考えています。
「自立に必要な力」と
してまとめ上げてきた各教科の内容を基礎・基本のステージで学び，
「ＳＴ学習」で応用し実践
しています。
「ＳＴ学習」は，他の学習で学んだことを総動員して，自ら設定した課題を解決す
るための学習です。
「キャリア発達の視点」で捉えると，自らの意志で課題を決定し，主体的に
判断して解決方法を探り，自ら課題解決に取り組む学習内容は，
「キャリア発達の諸能力」の中
でも「意思決定能力」に深く関わりがあります。
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（２）授業づくり－集団討論によるグループダイナミックスでの授業展開の工夫－
「ＳＴ学習」の時間の展開方法（学習活動）は次のとおりです。
①自分で課題を見つける（学習の対象は自分自身である）
。
②課題解決の方法を考える。
③課題を解決する。
（自ら学び，考え，判断し，解決する。
）
④自分の取組を振り返る。
（生徒一人一人がファイルに資料や記録を残し，いつでも学習を振
り返ることができるようにする。今後の課題を明らかにする。
）
⑤これらの活動の体験を繰り返す。
（そのサイクルに必要な時間は，課題の内容，生徒の個人
差により自由。
）
○自分で課題を見つけるための支援
「ＳＴ学習」でまず行うことは，自分の学習課題を決めるということです。学習課題を決める
過程では，「自分を見つめる」学習がとても重要になります。自分をきちんと見つめることがで
きないと，自分の課題を見つけることができないからです。授業では，
「自己理解」
，
「仕事への
思い」などのテーマを決めて自分をとことん見つめ，そこから自分のやりたいことを見つけて学
習課題を決めるようにしていきました。
１年生の授業展開「私のしたい・なりたい５つのこと～自分の課題を考えよう～」と題した授
業では，自分の願いや希望，夢がはっきり分かると，意識して行動ができるようになると考え，
次のようなワークシートを使用し，自己への気づきを深めていきました。
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「自分で計画を立てて学習を進めよう」という授業を行いました。授
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２年生男子による「イメージマップ」の作成例
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・授業では，自分の課題や計画について報告をし，課題に対しての仮説や解決の計画について皆
で考え，意見やアイディアを出し合った。このとき，調べたいことについて，どんな方法があ
るのか図に書き込み，どのように実行するのかを考え，出された意見やアイディアをまとめな
がら図を完成させた。

○自分の取組を振り返り，次のステージへと発展させるための支援
課題解決の具体的な計画ができても，思うように課題解決が進んでいかないことも多くみられ
ます。自分で計画を進めていけるようにするためには，試行錯誤の中で，筋道を見付けながら課
題に取り組んでいけるような支援が必要です。
「自分の活動を振り返って，課題解決の方法を改
善していこう」という題材の授業では，次の３点を活動の柱にしました。
①生徒の自己評価。
（それまでの記録や活動を整理してまとめ，自分の学習成果の具合を自分
で評価する。
）
②生徒の相互評価。
（報告，発表，話し合いなどを通して，仲間の考えを聞き，意見の交流を
しながら自らの課題解決を深めていく。
）
③教師による評価。
（生徒のスキルの発達に対して注意深く留意しながら適切な支援を行う。）
ここでは，仲間同士でお互いに学び合う関係をつくることと，自分の活動を振り返りながら改
善点を見付け，自主的に解決しようと努力することができることを目標にしました。
○活動の体験を繰り返していくための支援
「ＳＴ学習」で大切なのは，こうした「ＰＬＡＮ」
「ＤＯ」
「ＳＥＥ」の活動の体験が繰り返さ
れていくことにあります。そのための重要な役割をもつのが，ポートフォリオの活用です。自分
で調べたことや，授業で使用したプリントなど，学習成果をファイル化していくことで，活動の
振り返りや自分の成長の過程を見ることができます。学級では，自分のファイルをすぐに取り出
せるようにしておき，いつでも活用できるようにしました。また，課題解決の目標や計画を教室
に掲示し，自分から進んで課題解決に取り組んでいけるように支援しました。
（３）取組の効果・評価と今後の課題点
「ＳＴ学習」の時間では，仲間と一緒に学び合いながら自分の課題について考えていくことが活
動の中心となります。したがって，課題解決のための活動を行うのはそれ以外の時間になります。
つまり，年間35時間の「ＳＴ学習」の時間をむかえるためには，一人一人の課題解決について日
常の支援が大切になります。日常的な支援では，生徒一人一人の実態をよく理解し，生徒の「課題」
をよく分析しながら，生徒に寄り添う姿勢で支援をしていくことができたらと考えています。
自立のためには実践的な問題解決能力が必要で，そのためには学んだことを実際に活用するこ
とを通して問題解決能力を培う学習が必要です。
「ＳＴ学習」は，教科・領域別の指導によって
基礎・基本を学ぶばかりでなく，自らの興味関心から学習課題を見出し，解決に向けて主体的に
取り組むことで実践力を学んでいる学習と言えます。また，
「キャリア発達の視点」を柱にする
ことで生徒一人一人の発達段階や発達課題を明らかにすることができ，より実践的な支援に結び
付けていくことができます。今後，
「キャリア発達」という生徒を見る視点が，指導者共通の視
点となり，生徒一人一人の個に迫りながら自立に必要な力を育成することができるように，さら
に実践を深めていきたいと考えています。
－87－
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東京都立南大沢学園養護学校

１．学校の概要
（１）学校の概要
本校は神奈川県寄りの多摩南部に位置し，
平成８年４月に都立知的障害養護学校で初め
て知的障害が軽度の生徒を対象とし社会自立
と職業自立を目指す職業学科を併設して開校
しました。近隣の多摩市・町田市・稲城市・
八王子市の４市を学区域とする小・中・高等部普通科
（生活学習類型・ 基礎学習類型・ 職業学習類型） と全
都を学区域とする産業技術科（ペーパークラフトコー
ス・ファッションデザインコース）を設置してスター
トしました。平成22年度からは，知的障害が軽度の生
徒を対象とした「
（仮称） 南多摩地区学園」
（
（１学年
100名）の段階的な開校に伴い，23年度の卒業生をもっ
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進路状況では高等部普通科は職業学習類型を中心に約３割が企業就労しています。産業技術科
は開校以来，就労率93％以上を維持し，ここ３年間は
100％を達成しています。 生徒の職種希望としては，
サービス業や販売業，物流，飲食店・厨房業務，製造
等多様ですが，ここ数年は企業ニーズと情報教育の充
実により，事務系補助作業での就職が増えてきていま

㪊㪌
㪊㪇
㪉㪌
㪉㪇
♽㪈

㪈㪌
㪈㪇

す。（右表は全卒業生の職種分類）
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（３）教育の基本方針
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学校教育目標：
『一人一人の個性を生かしながら，主体的に生きていくことのできる人間の育
成を目指す』
＜産業技術科の教育目標＞
○一般就労に必要な知識・技能・態度を修得し，職業自立ができる力を育てる
○社会生活に必要な基礎学力を養い，自ら判断し，行動できる力を育てる
○青年期にふさわしい情操を培い，豊で生きがいのある生活ができる力を育てる
○体力の向上を図ると共に健康を自ら管理し，心身共に充実した生活をする力を育てる
○豊かな人間関係を育て，集団の一員としてよりよい生活を築く力を育てる
－88－

（４）教育課程（高等部産業技術科）
専門教科のファッションデザイン
（FD）
とペーパークラフト
（PC）
がそれぞれクラス
（コース）
となり，音
楽・美術・体育以外はコース
（８人）
単位の授業形態を取っています。専門教科においては，教員の他
に実習助手を配置し，働く上での基礎から生徒自ら工夫や臨機応変に対応できる能力の育成を目指し
ています。昨年度から将来の「南多摩地区学園」のコースでもあり，卒業後の職種に繋がる「事務と
ビルクリーニング」作業をあらたに設置しました。作業時数を段階的に増やし，校外での作業や受注
等外部と連携した内容に取り組むようにしています。普通教科においては，教科担当制を取りながら外
国人講師による英語や企業ニーズに応えるためワード・エクセル・パワーポイント等を学ぶ情報教育に
力を入れています。
「職業」は進路担当者３人で担当し，３年間の計画の基に，実習前後の学習を含め
進路指導の中心的な授業として位置付けています。またワープロや漢字検定等の資格取得の取組も行っ
ており，目標を立て，努力し，結果を得ることで自信を持ち卒業後も目標にチャレンジしながら自己の
生活を前向きに生きることにつながる重要な学習活動となるようにしています。実際に卒業後，運転免
許やヘルパー２級・フォークリフトの免許を取り仕事や余暇の幅を広げることにもつながっています。
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（５）学校の特色
開校以来作成している「個別指導計画」に加え，平成17年度より「個別の教育支援計画」を策
定し，各発達段階や個に応じた教育活動を実践しています。さらに，授業改善や生徒のニーズ
に応える教育実践を目指し，高等部では生徒アンケートも実施しています。現在は平成22年度の
小・中・高等部１年の移転と新たな学校の開校に向け，更なる充実と専門性の向上に向けて教育
課程の改善・検討を行っています。また，研究活動においては，
「研究プロジェクト委員会」を
組織し，自閉症の教育課程の検討・開発と職業教育の充実を研究テーマとし，平成20年２月14日
に全国に向けて公開研究会を開催しました。

２．職業教育・進路指導における指導計画
（１）指導計画の概要
社会自立・職業自立を目指し，高等部３年間の系統的な進路指導計画の基に学校生活全般を通
して，学校と保護者や地域関係機関と連携・協力して取り組んでいます。進路指導においては
「進路面談」「インターンシップ等の体験」
「作業学習・進路学習」を中心に生徒自身が前向きに
学校生活や自己の課題に取り組み，自己の進路を主体的に選択・決定し，卒業後の生活に期待と
意欲を持つことを目標にしています。１年次は，他者理解と肯定的な自己理解の促進，基本的生
－89－

活習慣を含めた基礎の段階とし，２年次は，インターンシップや多様な経験と学習を通して，自
己の適性を知り自己の力を伸ばす段階，３年次は，進路を決め卒業後の夢や希望実現に向けて必
要なサービスや支援者を選ぶ段階とし，卒業後も一人一人のキャリアがさらに充実・発展してい
くことができることを目指しています。
（２）産業技術科の職業教育・進路指導に関する指導計画（図表）
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３．職業指導・進路指導における取組
（１）企業・関係機関と連携した進路指導（キャリア教育）の取組
職業観・勤労観を育成し，主体的な職業自立を目指すためにはキャリア教育の充実と生徒一人
一人の「希望や特性，働く意味」を支援者である学校と保護者・関係機関が共通理解することが
求められます。学校から社会への移行期と青年期を意識し，
「進路面談」で聞き取った希望職種
での「体験」から明らかになった個々の課題を「作業・教科学習」で改善・能力向上を図り，次
の「体験」にチャレンジしていくサイクルを繰り返しながら，３年次の主体的な進路選択につな
げています。
＜関係機関とのネットワーク図＞
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＜進路指導のサイクル＞
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生徒や保護者の願いや希望と実習での課題を基に「個別の教育支援計画」の中に希望実現や課
題解決に向けた支援目標と支援内容を反映しています。支援者の一人である学校として「健康・
安全」「基本的生活習慣」
「社会性（人間関係形成能力）
」
「職業意識（情報活用能力・将来設計能
力・意思決定能力）
」の項目において支援内容と手だてを具体化し，その後に教育活動に個別に
反映するための「個別指導計画」を作成しています。進路面談（個別面談）で本人・保護者と確
認しながら内容を充実させ，学期の終わりには成果と評価を共通確認し次につなげています。ま
た，情報はすべてデータベース化・アクセス化することで作成に係わる負担を減らし，さらに，
ネットワーク管理者を置くことで個人情報管理の徹底も図っています。
（２）保護者・担任・進路指導部の連携による進路面談
進路面談においては，生徒自身が主体的な進路選択・決定と卒業後の生活設計ができるように
生徒自身の希望を重視しています。必要な情報提供と共に希望職種でのインターンシップ・実習
の自己評価と企業評価のすり合わせを行い，今後も意欲的に取り組めるよう頑張ったところやで
きたところを認めた上で今後の目標の確認を一番身近な支援者である保護者と担任・進路部担当
者で行っています。進路を決める３年次の実習の面談においては，企業の評価より先に生徒自身
が実習を振り返り卒業後に働きたいかの意思を確認するなど，特に丁寧に進めています。また，
企業からの求人票の説明や入社書類の記入等卒業後の生活を具体的にイメージし，社会人として
の心構えや社員としての意識付けも行っています。
＜事例＞調理補助での就職希望のA君は２年次にB社（ファミリーレストラン）で実習を行った
が，採用計画が未定のため３年次は別のC社（レストラン）で実習を行いました。進路先を決
める最後の実習先をB社かC社かで悩んでいたため，進路面談でA君が働く意欲に繋がる主体
－91－

的な選択ができるように両社に入社した場合の情報提供をし，担任や保護者の主観が入らない
ように配慮しながら時間を置き何度も面談を繰り返しました。その結果，C社に決め実習後は
早々に内定書と求人票をもらい，悩みながらも主体的な選択ができたことで意欲的に学校生活
に取り組んでいます。
（３）関係機関と連携したインターンシップ・実習，訪問
インターンシップや実習を社会や企業を知り，培ってきた力を確実にし，働くことの意味や役
割を自覚できる重要な取組として位置付け，１年次より段階的・系統的により多くの機会を設定
しています。１年次は，先輩の話と見学・体験から，グループで教員付き添いの１週間のイン
ターンシップを行っています。全教員付き添い経験は生徒一人一人の実態や課題を知るアセスメ
ントの機会になり，更に企業現場を知ることで進路担当と同じ視点に立ち，作業学習の改善や職
場内での工夫や配慮事項を企業に提案するための場として位置付けています。２年次には，生徒
の希望した職種で実施し，体験に留まらず面接や職場のルールやマナー等の学びや今後の成長を
促す効果的なインターンシップとなるよう前後に十分な打ち合わせを行っています。３年次は，
進路先として想定し，生徒の能力が職場の戦力となるよう職場環境や職務分析と定着支援を踏ま
えた関係機関との合同訪問等も行っています。また，卒業後に支援やサービスを受けながら夢や
希望を実現できるよう１年次から関係機関訪問を計画し，生徒自身が担当者にアポイントを取り
一人で相談に行く経験をしています。
＜事例＞自閉的な傾向を併せ有するD君は３年次に倉庫内作業を希望し，E社で進路を決める実
習を行いました。職場の上司にはD君の特性を説明し，社会人としての成長を促すことも依頼
しました。２週間の実習終了時，D君は「まだ自分の仕事が終わっていないからあと１週間働
きたい」と希望し，上司に申し入れました。さらに１週間後も「まだたくさん仕事があり，社
員が大変だからもう１週間手伝いたい」と希望しました。結局１ヶ月働きましたが，これは上
司がD君の特性に配慮しながらも会社の現状を説明し，D君が働くことで会社が助かると社員
と同様に扱ってくれたことが理由でした。自分を認められたことで，D君は実習でも社員とし
ての責任と自覚を持ち役割を果たしたいと考え，E社に就職した後も「就職できて幸せ」と断
言し，見学に来た後輩にも仕事や会社について堂々と説明するなど，苦手だったコミュニケー
ション能力も改善されています。
（４）企業・地域との連携した作業学習等
平成17・18年度に都立知的障害養護学校全校に作業学習の改善・向上を目的とした企業アドバ
イザーが配置され，産業技術科では新たな作業種である「事務・ビルクリーニング」作業を中心
に，到達点（育てたい力・生徒像）
・３年間の指導内容について検討し，企業現場に近い環境設
定（指導体制・指示の出し方等）や企業が求めるスキルや作業内容を全教員と一緒に意見交換し
ながら作り上げました。事業終了後もアドバイザーの会社に見学やインターシップ・実習，採用
と連携協力体制を続けています。
「ビルクリーニング」作業では校内での作業にとどまらず，培っ
たスキルを地域の関係機関で活かしています。清掃は，目立たない縁の下の力持ちのような仕事
ですが，普段利用しているバスの清掃や市の公園管理を通して，地域や利用する人全員に喜んで
もられる意味のある仕事であること，また，自分たちのできることが社会・地域貢献につながる
という経験が働くことの意義や意味の理解と自己肯定感の向上につながっています。受け入れ先
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のバスの営業所も毎回，全員起立して生徒の挨拶を聞き，声をかけるなどの真摯な対応や社内広
報に紹介し，広く理解啓発に取り組んでくれています。３年次は，卒業学習として卒業生を講師
とする「社会人懇談会」や市・民間と連携した消費者生活・選挙・身だしなみ学習や卒業遠足を
行っています。卒業後の余暇活動支援に繋げるために現地集合解散やグループ行動等生徒の主体
的な活動とし，教員は安全管理に徹しています。
（５）関係機関との連携協力体制
多摩南部の地域性を考慮し， 地域関係機関とのネットワーク構築を進めています。 福祉・ 労
働・企業・教育機関の大きなネットワークを構築することで，個々のケースに対応できる各機関
の実践的な連携体制が実現し，
「個別移行支援計画」の活用にも活かされています。
○多摩南部就業支援連絡会（25機関）
本校が会長校と事務局を務める多摩南部５市の福祉・労働・企業・医療・教育機関のネット
ワークとして平成13年から進めてきました。 各機関の情報交換にとどまらず， 講演会やスキル
アップ研修の他，昨年は就業促進と更なるネットワークの拡大を目指し企業セミナー・合同開拓
を実施しました。
○ハローワークと企業アドバイザーと連携した職場開拓
多摩地区全体の就業率の向上を目指し，企業アドバイザーと多摩地区６ハローワークの雇用指
導官との連絡会を組織し，多摩地区20校全体のインターンシップ・実習先の開拓を目指し，希望
職種や通勤時間等の共通のツールを活用しています。また，雇用指導官とは合同職場開拓のほか，
ハローワークでのインターンシップやセミナーでの企業周知等の連携も行っています。
○障害者職業センター・就労支援機関との連携
実習での課題解決や入社後のジョブコーチ支援が必要な生徒のために，職業センターでの「個
別相談・職業準備訓練」の実施や就労支援機関の登録を行っています。入社前にジョブコーチ・
就労支援機関と進路指導部担当者が合同訪問し，支援の共通確認と定着支援に繋げています。
○人事担当者と連携した職場開拓＜事例＞
特例子会社を設立できない外資系企業の人事担当者と協力・役割分担をすることで，独自の採
用システムを構築しています。清掃等は業務委託をしているため，まず本体業務から職務を割り
出しました。その後，教員の体験を通して職務分析を行い，生徒の１日体験を通して社内理解を
図り，２年生のインターンシップ（付き添い）を行いました。一人で作業できることを社内にア
ピールし，３年生の実習・採用への取組を２年間，毎月人事担当者と検討会を重ねながらシステ
ムとして確立しました。最初の出会いから３年後の現在も採用は続き，今後も続けることを確認
しています。さらに，人事担当者とは実践をセミナー等で合同で発表し，他社へ情報を発信して
います。学校と企業は障害者を中心にウインウインの関係となっています。
（６）取組の成果・評価，今後の課題
関係機関との連携やネットワーク作りは，職業教育の充実や「個別移行支援計画」の活用によ
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る定着支援に有効でした。今後は，小・中・高の連携と教員の専門性，就労後のキャリア発達に
向けた取組がさらに必要と思われます。培ってきた能力は，企業や地域社会での体験や経験を通
してより確実に身に付くもので，その意味では，小学校段階でのキャリアが家庭や学校といった
限られた集団から地域社会や外部機関の中での実践を通して確実なスキルとなり，高等部の前ス
テージである中学校段階では職場見学や短期の職場体験の経験が重要と思われます。キャリアは
地域や社会，多様な体験や人との出会い等の横の広がりと小・中・高と各ステージでの縦の繋が
りがあって発達していくもので，今後「キャリア発達段階・内容表（試案）
」は，共通軸や個人
のキャリアの引継資料として活用されることが望ましいのではないかと考えています。
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５

京都市立白河総合支援学校の実践

１．学校の概要
（１）学校の概要
本校は，昭和51年，高等部単独の知的障害養護学校とし
て設置されました。立地条件からスクールバスが利用でき
ないなどの事情で，送迎の必要な生徒は在籍していません。
平成16年４月の京都市における養護学校６校体制から総合
養護学校７校体制への再編において， 高等部職業学科（産
業総合科）を開設し，京都市立白河総合養護学校となりま
した。普通科生徒の卒業に伴い，平成18年４月から職業学
科（産業総合科）のみの設置となりました。平成19年４月
の学校教育法改正にともない，京都市立白河総合支援学校
と改称しました。
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（２）進路状況と地域の特色
本校は京都市全域を通学区域としています。京都市の企業はハイテク関連産業や伝統産業に特
色付けられますが，近年，製造拠点は市外に移転していく傾向にあります。
過去10年間の進路状況では企業就職者が40％前後で推移しています。普通科最後の生徒が卒業
した平成17年度には40％台に回復しましたが，それまでの３年間は30％前後でした。平成18年度
には産業総合科第１期生が卒業しましたが，卒業生全員，企業就労100％を達成しました。食品
加工業の製造・物流関連業務，飲食業の厨房業務，スーパーの商品管理・販売業務で就職者全体
の50％強を占めています。
（３）教育の基本方針
教育目標：ともに働く職業人として生きがいと責任をもち，しなやかに地域の中で生活する人を
育てる
○人・もの・自然を愛する心をもつ人（友愛）
○働く意欲とチャレンジする心をもつ人（意欲と自己開発）
○働くための健康な身体と生活者としての健全な心をもつ人（健康）
○マナーを身に付け地域の中で積極的に生活する人（自立と参加）
○創造的で豊かな心をもつ人（夢）
（４）教育課程
専門教科では，職業に関する専門的な知識や技能の習得を目指すとともに，就労観，職業観の
育成を重視します。普通教科においては社会生活に必要な内容を教科という枠組みを使いながら
取り扱うとともに，専門教科等で必要とされる基礎的・基本的な力を培っていきます。また，専
門教科， 普通教科双方においては， 資格検定試験や職業に関する競技会に向けた取組の一部も
行っています。なお，総合的な学習の時間においては，
「課題学習」として，生徒自らテーマを
もち，職業選択等自らの生き方に関すること，支援諸制度に関することや求職情報に関すること
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などについて学習します。 いずれの学習に関しても， 産
業現場実習において力を確かめ， 場に応じて発揮できる
ようにすることを大切にしています。
専門教科の履修については，本人や保護者の希望，入学
時のアセスメントを踏まえて，食品加工（家政）
，農園芸（農
業）
，情報印刷（工業）から一つを決めて履修します。流通
サービス（商業）については共通の履修となっています。
食品加工では， パンの製造・ 販売， 農園芸では， 無農
薬有機野菜の生産・販売，情報印刷では，名刺やちらし，
会報等の製作・ 販売を通した演習に地域社会と深いかか
わり合いを持ちながら取り組んでいます。
（５）学校の特色
①

キャリア教育の視点を取り入れたカリキュラム
・キャリアカウンセリングをもとにした個別のキャリアプランの作成と一人一人の進路設計に
応じた移行支援
・特別非常勤講師をはじめ企業の視点を取り入れた４つの専門教科の設置
・資格試験等に積極的にチャレンジし可能性を引き出すことによる能力開発の推進

（アビリンピックへの参加・入賞，ワープロ検定４～１級，電卓検定４～１級の取得）
・専門家によるマナー研修と校内喫茶室での実習の実施
②産業現場での実習を重視した進路指導システム
・企業とのパートナーシップのもとで人材育成を進める総合支援学校版デュアルシステムの推進
・就労支援担当教員（ジョブコーチ）によるきめの細かい支援体制の推進
・３年間の企業での実習を中心とした教育計画の推進

２．職業教育・進路指導における指導計画
（１）指導計画の概要
「キャリアプラン」とは，京都市における「個別の包括支援プラン」を，学生から社会人への
「移行支援」に特化させたものです。一人一人の生徒や保護者の「生き方」に関する願いに基づ
いて卒業２～３年後の姿を長期目標として設定します。さらに，アセスメントによって得られる
現在の姿から見いだされるところの短期目標を設定し，長期目標と矛盾がないか確かめて調整し
ます。できあがった短期目標を分析して，より具体的な下位目標を立て，その達成に向けた学習
を進めています。これらの設定プロセスでは，
「キャリアカウンセリング」と呼称するケース会
議を通して本人，保護者，学校，関係機関が話し合って決めています。なお，アセスメントと長
期的な目標の作成においてはキャリア発達の観点に基づいたチェックリストを試行的に作成し活
用しています。
進路指導計画の３年間の流れは， 学習の進度や個別の課題に応じて取り組み方が異なります
が，概ね次のようになっています。１年生段階では専門教科と関連した内容を実際の産業現場で
取り組むとともに，短期間の体験的な産業現場実習に取り組みます。２年生の前期においては，
－96－

本人の適性とのマッチングを求めてより幅広い体験実習に取り組みます。２年生時の後期におい
ては，雇用を見据えたより長期の実習を始めます。３年生時においては，それぞれの職場で通用
する実践力の獲得を目指し，雇用を見据えた実習から雇用を前提とした実習に移行します。また，
生活の場に関することや支援の活用に関することも併せて総合的に取り組みます。
（２）３年間の進路指導の流れ
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３．職業教育・進路指導における取組
企業と連携した取組
（１）デュアルシステムについて
①

総合支援学校デュアルシステム
デュアルシステムとは職業教育のあり方の一つで，学校での学習と並行して企業での実習を通

した実践的な学習を行う取組です。全国の専門高校を中心に実践されはじめています。その実施
形態については，午前中は学校で学び午後は企業で実習をする，あるいは，月曜日から水曜日ま
では学校で学んで木曜日と金曜日は終日企業で実習をする，学校での学習と企業での学習を隔週
ごとにするなど様々なやり方があります。京都市立総合支援学校職業学科では，養護学校（現特
別支援学校）としては全国で初めてこのシステムを取り入れました。

課題をおさえ
学校や家庭で
身に付ける

学習の成果を
職場や地域で
いかす

②

総合支援学校デュアルシステムの特徴
本校では，生徒一人一人に対する指導や支援のための計画である「個別の包括支援プラン」を

学校だけでなく保護者や関係機関の参加も得ながら作成し，それに基づいて教育を行っています。
全国の専門高校等で実施されているデュアルシステムとの違いは，この「個別の包括支援プラ
ン」をツールとしながら，企業における実習と学校の教育課程との連携を図っていることにあり
ます。また，専門高校等のデュアルシステムに比べると実習の組み方や実習の事前事後学習等が
生徒一人一人に合わせて自在に組めるなどの特徴が挙げられます。
③

デュアルシステムにおける勤労観，職業観の育成
本校では，就労支援担当教員を配置し，職場開拓，就業することについての現状把握（アセス
－98－

メント）や作業を分析，支援方法を具体化，事前学習の実施，職場での実習支援及びフォローアッ
プ，実施後の評価に取り組んでいます。企業との橋渡しは重要な業務です。
（２）勤労観，職業観をはぐくむ観点からのねらいと留意点
デュアルシステムにおいては，実習で明らかになった課題の一つ一つについて，学校での学習
や家庭生活に返して解決を図っていきます，同時に，長期的な視点から，現在の生徒の状況をと
らえ，次の産業現場実習のスタイルを計画していく必要があります。
本校では，「就業への意欲」
「職業スキル・職業行動」
「生活スキル・職業行動」
「余暇利用」
「人
間関係形成」
「意思決定」
「言語的理解」
「数的理解」の８つの領域を各５段階に分けた職業レディ
ネスのチェックシートを用意しています。この中で軸になるものは，
「就業への意欲」
「人間関係
形成」「意思決定」といった，姿勢・態度の形成にかかわるものであると考えられます。
「就業へ
の意欲」では下位項目として「職業理解」を設けていますが，これは「人間関係形成」の下位項
目である「自他の理解」と「意思決定」の下位項目である「選択能力」と合わせ，
「自分はどの
ような職業に就きたいのか，自分の適性はどうなのか」ということを理解した上での職業選択す
るに至る過程を示すものだと考えます。
生徒一人一人で違いはありますが，高等部３年間における職業観，勤労観の育ちとして次のよ
うなものを「カレント」として押さえています。
１段階

産業現場実習を通して社会の中で役割を担い果たせることに自己有能感を持つ

２段階

産業現場実習等の体験の中で，自分の得意なことと，うまくいかない所や苦手なとこ
ろがわかり，適性を知る

３段階

産業現場実習等の体験の中で，自分の苦手や欠点の処理の仕方がわかり，長所を伸ば
してキャリアアップを目指そうとする

（３）実践事例
①

本人ができる仕事を集め本人のための職域開発を行った事例
Ａさんは何事にも一生懸命こつこつと粘り強く取り組み，素直である反面，細かなことへこだ

わってしまったり，指示を字義通り受け止める傾向がありました。就労の定着とステップアップ
を図るために，本人及び職場の周囲の人が課題点を把握し，それをクリアして企業人として求め
られるだけの生産性を身に付けられるような素地を培ってほしいと考えました。実習は３ヶ月に
わ立って毎週月曜から水曜までは職場，木曜と金曜は学校での学習といったかたちでＳ製作所人
材開発室の協力の下で行われました。全部で16種類の作業が用意され，就労支援担当教員はつか
ず人材開発室の担当者に支援していただくことになりました。
会社の評価票をもとに毎週木，金曜日には課題確認をして校内での学習に反映させました。入
庫品の員数確認と小分けでは，数を間違わないように２～３回数え直しをするために時間がかか
りましたが，重量を数に換算する方法を理解して対応することができました。部品を包装するナ
イロン袋の分別はできるが袋をきちんと並べるという動作のために時間がかかったので，最後に
まとめるよう指示することでこだわりが消え速くなりました。このように，作業速度は業務とし
て求められる速度の33％～50％程度でしたが，できない仕事はなくペースアップしていく姿も確
認できました。
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②

事務系での職域開発に挑戦し成功した事例

Ｂさんは正確さを求められるパターンを繰り返す作業を得意としていました。日常会話では応答
にタイムラグがあり，ぎこちなさが感じられますが，コミュニケーションについてはモデルをみて
それを模倣していくやり方で，来客対応がきちんとできるようになりました。また，書き写しの字
が正確できれいという特技をもっていました。実習はＮ株式会社人事部で実施されました。実習業
務として労働者名簿への手書き転記作業，給与明細入りの封筒糊付け，メールセンターでの郵便
物受け取り等の業務が任されました。実習は２～３週間ずつ４回実施しました。就労支援担当者
と人事部の担当者が打ち合わせ，スケジュール表の作成や，書棚のインデックスを作ったり，今ま
での表示を色で分類する等，Ｃさん一人で業務を遂行できるための支援策を講じました。セロテー
プ貼りの仕事などはＣさんと相談しながらよりやりやすい方法と道具立てが考え出されました。
書棚のインデックスを整えることはスタッフ全体の業務遂行に役立つことになりました。 ま
た，挨拶をしっかりすることが習慣化されていたＢさんの態度は，職場の雰囲気づくりに貢献し
ました。
③

実習中より関係機関のネットワークによる支援を行った事例
Ｃさんは，口頭の一斉指示で作業が理解できる，規則や時刻がきちんと守れる，周囲への気配

りができる， 身なりに清潔感があり人からさわやかな印象をもたれるなどの長所がある反面，
ちょっとした言動にも過敏に反応し，悪い方へ考えてしまうなどのメンタル面での脆弱さも見受
けられました。就職は専門教科とのつながりからレストラン関係の業務を希望していました。
ＣさんはレストランＳで職場実習をすることになりましたが，繁忙時の厨房の中で，周囲の人
との会話の仕方がわからず落ち込んでしまいました。そこで，発達相談所も交えたケースカン
ファレンスを持ち，
「繁忙時でも聞くことのできるキーパーソンを決める，作業内容を絞る」等
の支援策をまとめ職場にお願いしました。 ３回目の実習からはＣさんは職場にうち解けるよう
になり，オーナーに不登校であった過去の話を聞いてもらったりするまでになりました。５回目
の実習では，他のスタッフに少しでも勤務状況を近づけるため時間延長を図り，店の人とよりコ
ミュニケーションが持てるようにしました。
（４）取組の効果・評価と今後の課題点
デュアルシステムによる職業教育を実施することで，生徒たちのキャリア発達が育まれると同
時に，企業とのパートナーシップのもと，新たな職域開拓がなされるなど，環境自体を変容させ
ていくという効果がみられました。
就職してから職場での定着を図るためには，メンタル面，コミュニケーション，生活習慣と
いった課題をクリアする必要があります。長期実習ではこうした課題が見えやすく，その職場を
通して在学中に解決を図ることができることが明らかになりました。今後とも，実習中に見いだ
された課題解決について，就業・生活支援センターや障害者職業相談室等の関係機関とも連絡を
とりあい，卒業後の支援ネットワークにつなげたいと考えます。
すべての基礎にあるものは，自己理解や課題解決を図っていく力，人間関係の形成であり，こ
うした力が社会人へのスムーズな移行を左右しますが，その形成に当たっては，高等部に至るま
での小学校からのキャリア発達の支援が重要であり，今後は，小・中学校と連携して一貫教育を
推進する必要があると考えられます。
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６

沖縄県立名護養護学校の実践

１．学校の概要
（１）学校の概要
本校は，昭和51年４月に沖縄本島北部の名護市に開校した知的障害養護学校です。開校当初は，
職員35名，小学部・中学部の児童生徒85名でのスタートでしたが，昭和54年４月１日養護学校の
義務制が施行され，同年高等部，翌昭和55年には幼稚部も開設され，幼，小，中，高の一貫した
教育体系が確立され，一層充実した養護学校となりました。
現在は，幼稚部５名，小学部19名，中学部31名，高等部62名，計117名の幼児児童生徒が在籍し，
教諭82名を含む計110名の職員で教育活動に取り組んでいます。
本校は，離島を含む１市２町９村の本島北部全域を校区とするため，学校バス２台と寄宿舎が
設置されています。現在26名の児童生徒が寄宿舎に入舎し，日々の生活の中で，基本的な生活習
慣，人間関係や自主性・自立心を育て，将来の社会生活に必要な力を身に付けることを目指して
います。
また，知的障害児施設から20名，医療施設から12名の児童生徒が通学しており，通学生徒につ
いては，職業自立の観点から路線バス，自転車，徒歩等での自力通学を推奨しています。
（２）進路状況と地域の特色
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卒業生の進路状況グラフ

これまでの進路状況の傾向をみると，昭和56年度から昭和60年度にかけての就職率は50.6％と，
高い就職率を示していましたが，平成３年度以降は就職する生徒は減り，授産施設や作業所への
進路が増加しています。これは，平成３年に軽度知的障害生徒を対象にした県立沖縄高等養護学
校が開校し，高等部卒業後に就職を希望する生徒の多数が高等養護学校へ入学したことが大きく
影響していると考えられます。また，校区内には国立療養所琉球病院，名護わかば園（知的障害
児施設）があり，多くの児童生徒が施設・病院から通学していますが，近年まで，それらの生徒
は直接的な進路指導の対象となっておらず， 卒業後も施設・ 病院への継続入所となっていまし
た。進路状況に占める割合としては，在宅・未定とともにほぼ横ばいの傾向でした。
卒業生の就職先として以前は，農園芸業，林業，サービス業（給油所）などが多い状況でした
が，ここ数年は清掃業，介護，クリーニング業への就職が増えています。また，ホテルなどのサー
ビス業やパン，お菓子等の製造業を希望する生徒が増えている一方，農園芸や林業への進路を希
望する生徒は，現在ほとんどいない状況になっています。
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（３）教育の基本方針
〔本校の教育目標〕
幼児児童生徒一人一人の障害の状態や発達段階，特性等に応じて，知識や技能，態度を身に付
け，心身の調和的発達と身辺自立を促し，家庭・社会生活に適応できる能力を培い，可能な限り
積極的に自立し，社会参加する人間の育成を図る。
〔学校経営の基本方針〕
国や県の乳幼児期から卒業後までの一貫した支援の施策に基づき， 地域の特別支援教育セン
ター的機能の充実のため，就学・教育相談，進路指導の充実，青年教室の支援に努めるとともに，
地域の関係機関との連携を深める。
（４）教育課程
幼稚部日課表
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高等部日課表（Ⅰ課程）
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中学部日課表（Ⅰ課程Ａ）


Ἣ



Ἣ

㧝
ᬺ

᳓

ᧁ

ᣣ   ↢

㧞
㧟

⢒

㧠

․ᵴ

㧡
㧢

㊄

ᬺ

ᬺ

ᬺ

ᬺ

⟤ⴚ
ᢙቇ

⢒

࿖⺆

⢒

㖸ᭉ

㖸ᭉ

࿖⺆

ᢙቇ

㧴㧾

（５）学校の特色
〔研究内容〕
本校では，知的障害養護学校で課題になっている自閉症の指導について平成15年から平成17年
度までの３カ年間，理論研究及び実践研究を行い，成果をあげています。
平成18年度からは，
「個別の教育支援計画」を基に「個別の指導計画」を作成し，実態に即し
た実践研究に取り組んでいます。また，特殊教育から特別支援教育へと転換する中，北部地域の
特別支援教育のセンター校としての役割が期待されており，本校の教育の充実はもとより，地域
のセンター校として地域の保育園，幼稚園，小学校，中学校，高等学校の支援に取り組んでいま
す。
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〔進路の状況〕
本校高等部では，前期，後期の２回（３年生は３回）の産業現場等における実習及び校内実習
を実施しています。校外での実習は，生徒，保護者の希望する職種も多様化しており，毎年新た
な事業種の開拓が必要となっています。また，本校は名護市街地以外の市町村から遠距離通学す
る生徒が多く，各出身地域での実習，就職場所の確保や，通勤のための交通機関の問題など，大
きな課題もあり，今後も多くの事業所を開拓するとともに，就労に向けた支援についても理解，
協力していただけるような働きかけを行っています。

２．職業教育・進路指導における指導計画
（１）指導計画の概要
各学部の進路指導の重点目標
小学部：家庭及び地域社会と連携し，将来の日常生活及び社会生活に必要な基本的生活習慣の形
成と，生活経験の拡大を図る。
中学部：生徒個々が自己の能力，適性を把握し，学習，作業，実習を通して生活経験の拡大及び
働く意欲をもち，地域社会，関係機関，家庭と連携して自己の進路についての関心を養う。
高等部：自立を目指し，個別移行支援計画を作成・活用して，家庭や施設，関係機関及び地域社
会と連携をとり，個々の生徒の希望や能力，適性に合った進路が選択できるようにし，
社会へ意欲的に参加する態度を養い，適応力を向上させる。
（２）職業教育・進路指導に関する指導計画
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進路指導に関する指導計画と連携

３．職業教育・進路指導における取組
（１）各学部の職業教育・進路指導の取組
幼・小学部では，進路指導としての直接的な指導は行っていません，日常生活の指導による，
あいさつや礼儀，食事，排泄，時間など社会生活を営む上で必要となる基本的な生活習慣の形成，
遊びの指導や学校行事等の多様な取組の中で，生活経験の拡大を図ることが幼・小学部での進路
指導の大切な取組と押さえています。また，将来の自立に向けた取組として，家庭・学校での手
伝いや自力通学等の指導も児童の実態や希望に合わせて行っています。
中学部では，幼・小学部で習得した基本的な生活習慣を基に，生徒の実態に合わせた継続的な
指導として作業学習や清掃，係活動等のより発展的な取組を行っています。また，進路指導の一
環として行われている校内実習や販売・買い物学習では，生活経験の拡大を図り，働くことへの
－103－

意欲の向上と，自らの進路について具体的に考える機会としています。
高等部では，産業現場等における実習や校内実習を中心に施設・職場見学や販売学習，買い物
学習，進路講話などの様々な職業教育・進路指導に取り組んでいます。また，可能な限り地域社
会での生活と職業自立を目指し，よりニーズに合った職業教育，進路指導が行えるよう日頃から
地域の関係機関との連携に力を入れています。
今年度からＰＴＡでも進路指導部が組織され，学校主体の進路指導ではなく，保護者と学校が
協力して児童生徒の職業教育・進路指導に取り組んでいく体制ができ，ＰＴＡ施設見学（保護者
の施設見学）や進路指導講演会などを計画，実施しています。
（２）学部間の連携と個別の教育支援計画
学部間で連携した取組としては，小・中学部の児童生徒の高等部校内実習の見学や実習の体験
発表会への参加，施設・職場見学などを行い，早い段階から高等部での進路に関する実践のイ
メージがもてるようにしています。
個別の教育支援計画においては，“進路・就労面（働くこと）”の項目が設定されており，幼稚
部から高等部までのすべての幼児児童生徒の「進路に関する支援・指導をどう行っていくか」が
保護者，関係機関，学校との間で話し合われ，支援計画に示しています。
個別の教育支援計画は，学校での生活，学習の指導・支援の充実を図る資料としての利用だけ
でなく，学期，年度ごとに修正を加えながら学年間，学部間の引き継ぎ資料としても活用してお
り，幼稚部から高等部まで一貫した指導・支援を行う上で重要なものになっています。また，学
童保育や産業現場等における実習時の関係機関との連携の際の資料としても活用しています。
（３）具体的な実践事例
①ソーシャルスキルプログラムを通した授業の実践（小学部）
小学部における遊びの指導は，色々な遊びを通して，遊ぶ楽しさを味わうことにより情緒の安
定を図り，豊かな情操を養うとともに，経験を広げ，様々な事象に興味や関心を持ち，対人関係
を養うなど，職業観や勤労観の基礎を形成する重要な指導の一つです。
そこに，対人関係をうまく保ち，社会適応するために必要な技能を育てる「ソーシャルスキル
トレーニング」を意図的に運用することで，コミュニケーション能力を向上させ，トラブルの対
処法を学ぶなどの社会参加のためのソーシャルスキルの獲得ができるように指導の工夫を行って
います。
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手だてと評価の観点
学習内容
・集合
始めのあいさつ

手だて

評価の観点

○集合，スタート，ゴール，待機場所をビニー ・集まることができる。

【人間関係形成能力】
ルテープで色分けしておく。
○集合時は，ベルや音楽など視覚支援をする。 ・待つことができる。
○T1が進行，T2は児童のサポートにあたる。

・歌って踊ってルンバ ○歌ったり踊ったりして， 楽しく体ほぐしが ・体を動かすことができる。
できるようにする。
・ゲームの達人
○進行をT1からT2に交代することで， 場面
○ロ ー ド・オ ブ・ に変化をもたせる。T1は児童のサポートに
ザ・リングプレミ
当たり，児童の適切な行動をT2に知らせて ・楽しく遊ぶことができる。
ア
トークンをわたす。
【将来設計能力】
①インストラクション
・ 順番を守って遊ぶことが
できる。

ゲームの説明，チーム発表など

【人間関係形成能力】
②モデリング
教師がゲームの方法をやってみせる。また， ・ 役割を理解して遊ぶこと

失敗した場面を見せて適切な行動を見せる。 ができる。

【将来設計能力】
③リハーサル
実際に自分たちでゲームをしてみる
・｢にこにこ言葉｣ で参加す
④フィードバック
ることができる。
自分の頑張ったところや友だちの良かった ・ 友だちのゲームの様子も
ところなどを褒めて適切な行動や言葉遣い
見ることができる。

【人間関係形成能力】
を確認する。
・確認タイム
確認シートの記入
ポイントの交換
感想発表

○今日の学習で楽しかったことや， シールを ・ 今日の感想を書くことが
いくつ獲得したかを書かせる。
で き る。 【意 思 決 定 能
○ポイントを好きな活動と交換し， 残りのポ
力】
イントはパーティーの木に貼るようにする。 ・ わからないときは ｢教え
（引き算の学習）
て下さい｣ と言える。

【意思決定能力】

・終わりのあいさつ

○集合の線に座って待つことができるように ・ あいさつをすることがで
きる。

「待つ」のカードを提示する。

【人間関係形成能力】

②買い物学習（中学部）
中学部では，将来，地域社会で有意義に生活していくために，生活単元学習を通して，実社会
の中で生活していく力を身に付けてほしいと考えています。そこで，
「色々な事柄に興味・関心
をもち，集団の一員として見通しをもって学習活動に取り組める。
」
「生活経験を広げ，生活上の
望ましい習慣や態度を身に付ける。
」ことをねらいとして，生徒の興味・関心が高い，買い物学
習等の校外学習を設定し，学習を行っています。
単元目標
①集団活動を通して，協力し合う態度を養い，みんなと楽しく過ごす。
【人間関係形成能力】
②交通ルールを守り，実社会で安全に歩行できる。
【情報活用能力】
③公共の場でのマナーを身に付ける。
【情報活用能力】
④目的の物を買うことができる。
【情報活用能力】
－105－

⑤目的を達成するために必要なことや，やるべきことについて考える力を養う。


【情報活用能力】
【将来設計能力】

指導の展開
活動内容

生徒の活動

指導上の留意点【育成したい能力】

はじめのあいさつ

・ 生徒が授業の始まりを意識しやすいように， 教

出席の確認
授業の説明

師も大きな声であいさつをする。
・お楽しみ会・誕生会につい ・ お楽しみ会・ 誕生会についての話し， 今回は，
ての話を聞く

おやつ作りに取り組むことを説明する。

・ 買う物（クッキーの材料） 
の確認
クッキー作り

【人間関係形成能力】
【情報活用能力】



【将来設計能力】

・工程表に沿ってクッキーを ・工程表に沿って説明する。
作る

・ 教師は， 支援が必要な生徒に対して， 必要な支
援を行う。

 【人間関係形成能力】

・ クッキーを焼いている間に， 材料購入について
の説明を行う。


公共の場での
マナーについて

【人間関係形成能力】
【将来設計能力】

・ 公共の場でのルールとマ ・ 道路を歩行する際のルールとマナーを確認しな
ナーのビデオを見る

がら必要に応じて指導する。 【情報活用能力】
・一人ずつ店内に入れ，買い物をする。


買い物学習

・買い物学習・体験

【人間関係形成能力】
【情報活用能力】

・全員が買い物を終えてから学校に向かう。

（歩行学習）

・ 学校到着後は， 手洗い・ うがいを済ませ， 席に

（クッキーの材料購入）

着いて待つよう指示する。【人間関係形成能力】

・学校に向かう（歩行学習） ・購入してきた物を生徒と一緒に確認する。

クッキー試食
授業のまとめ
次回の予告

・購入してきた物の確認

【情報活用能力】

・ 次の時間の予告と， お楽しみ会・ 誕生会が来週

・クッキーを食べる

であることなどを話し， 生徒の期待感を高める

・お楽しみ会・誕生会で行う

ようにして授業を終える。

ダンスの曲を聴く



【人間関係形成能力】
【将来設計能力】

・終わりのあいさつ

③産業現場等における実習での就労継続支援事業と連携した企業内作業（高等部）
産業現場等における実習は， 勤労観， 職業観を育む取組として大きな役割を果たすことが期
待されていますが，生徒の実態や課題等の理由から校外での実習を行っている生徒は40％程度で
す。また，北部地域では，就労支援センターや地域企業，施設等の関係機関が中心となって「障
害者が地域で働きながら暮らす」ための取組を始めており，学校側にも在学中から校外での実習
等の機会を生徒に多く与えることが求められています。そこで，地域の就労継続支援事業所や企
業，家庭（施設）と協力・連携することで，
「将来的な就労」に向けてより多くの生徒に校外で
の実習の機会を与えることを目的に企業内実習を実施しました。
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図４

企業内作業までの取組

企業内実習の活動計画
訓練内容
期

間

活動内容

基礎訓練【育成したい能力】

企業内実習【育成したい能力】

１週目

２週目

（就労支援事業所内での作業）

（就労支援事業所の支援員が指導・支援）

ルール，マナー訓練， あいさつ，服装，言葉遣い
身だしなみ



【人間関係形成能力】 い，身なりの習慣（通退勤や職場にあっ

基礎的体力，理解力， 基礎体力，仕事の種類の理解
作業能率の向上

職場での技能， マナー， 挨拶， 言葉遣

一般知識，整理整頓

た服装）
遅刻，欠席に対する指導

【情報活用能力】 長所，特性を伸ばす
職業習慣の確立， 作業中の不測の事態
持続力，集中力，
軽易な作業を通して持続力， 集中
への対応能力向上
労働習慣 と 意欲 の 向 力，協調性を身に付ける
品質，納期の理解
上

【人間関係形成能力】
報告，連絡，相談対応力の向上
 【情報活用能力】
【将来設計能力】
 【人間関係形成能力】
【情報活用能力】
職場における
対人関係を築く

【将来設計能力】
【意思決定能力】


協調性の向上



職場規律，

仕事に対する責任の理解

社会規範の厳守



職場への定着

適性や課題の把握【意思決定能力】

その他

健康管理，金銭管理


【人間関係形成能力】
【情報活用能力】

通院治療の必要性， 服薬管理， 働く目

【情報活用能力】 的と消費活動への参加意識


【情報活用能力】

【勤労観・職業観を育む観点からのねらいと留意点】
・事前学習では，これまでの実習の評価，自己評価を見直し，今回の実習個人目標を設定する。
教師は実習後に生徒が自己評価をしやすいように具体的な目標を設定できるよう助言を行う。
・実習中は，生徒の生活経験を豊かにし，職業生活，社会生活への円滑に移行できるような学習
の機会となるように実習先と連携して生徒の指導・支援にあたる。
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・事後学習では，実習日誌，評価表を基に，ワークシート等を活用しながら自分の活動を振り返
り，自己評価できるよう指導・支援を行う。
（４）研究の成果と今後の課題
本研究の成果及び今後の課題として，以下のように考えています。
①研究の成果
・各学部の職業教育・進路指導に関する取組を整理していく中で，今までねらいや目標が曖昧に
なりがちだった幼・小，中学部段階での進路に関するねらいや目標，取組方法について係内で
再検討，再確認することができた。
・各学部の進路担当者が集まり，情報交換する場を多く設定したことで，学部間の連携が強化さ
れ，「小学部児童の高等部校内実習見学ツアー」などの進路に関する新しい取組も始めること
ができた。
②今後の課題
・各学部の職業教育・進路指導に関する取組のねらいや目標の再確認を全職員で行う。
・個別の教育支援計画を活用した学部間の連携の強化。
（幼児児童生徒の進路に関する情報の引
継ぎ資料の様式や引継ぎ方法等の工夫）
・産業現場等における実習に関する職員のサポート体制について
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 ㅴࠎߢ㓸࿅↢ᵴߦෳടߒ◲ޔනߥᓎഀࠍᨐߚߔޕ
 ᣣᏱ↢ᵴߢ◲නߥᚻવ߿ࠍㅴࠎߢߔࠆޕ
 ᣣᏱ↢ᵴߦᔅⷐߥ◲නߥ߈߹ࠅ߇ಽ߆ࠅࠍࠄࠇߘޔߞߡⴕേߔࠆޕ
 ◲නߥ⾈‛ࠍߒߡޔ㊄㌛ߩขᛒߦᘠࠇࠆޕ
 りㄭߥ⥄ὼߩ‛⽎ߦ⥝߿㑐ᔃࠍᷓ․ߩߘޔᓽ߿ᄌൻߩ᭽ሶࠍ⍮ࠆޕ
 ኅᐸ߿␠ળߩ᭽ሶߦ⥝߿㑐ᔃࠍᷓߩߘޔ߈ࠍ⍮ࠆޕ
 りㄭߥᣉ⸳߿‛ߩ߈߇ಽ߆ࠅࠍࠄࠇߘޔ↪ߔࠆޕ

࿖
⺆

 ⋡ᮡ
ᣣᏱ↢ᵴߦᔅⷐߥ࿖⺆ࠍℂ⸃ߒࠆߔޔ⢻ജߣᘒᐲࠍ⢒ߡࠆޕ
ౝኈ
 Ბ㓏
 ᢎᏧߩࠍ⡞ߚࠅޕࠆߔࠅߚߞࠄ߽ߢࠎ⺒ࠍߤߥᧄ⛗ޔ
 ᢎᏧߥߤߩߒដߌߦᔕߓޔᖱޔりᝄࠅޔ㖸ჿ߿◲නߥ⸒⪲ߢߔࠆޕ
 Ბ㓏
 ᢎᏧ߿㆐ߥߤߩߒ⸒⪲ߦᘠࠇࠆޕ
 ⡞߈ߒߚߎߣߥߤࠍ◲නߥ⸒⪲ߢߔޕ
 Ბ㓏
 りㄭߥੱߩࠍ⡞ߡޔౝኈߩࠄ߹ߒ߇ಽ߆ࠆޕ
 ⡞߈ߒߚߎߣߥߤߩࠄ߹ߒࠍᢎᏧ߿㆐ߣߔޕ

▚
ᢙ

⋡ᮡ
ౕ⊛ߥᠲߥߤߩᵴേࠍㅢߒߡޔᢙ㊂߿࿑ᒻߥߤߦ㑐ߔࠆೋᱠ⊛ߥߎߣࠍℂ⸃ߒࠍࠄࠇߘޔ
ᛒ߁⢻ജߣᘒᐲࠍ⢒ߡࠆޕ
ౝኈ
 Ბ㓏
 ೋᱠ⊛ߥᢙߩᔨࠍℂ⸃ߒ◲ޔනߥ⸘▚ࠍߔࠆޕ
 ᤨ⸘߿ᥲߦ㑐ᔃࠍ߽ߟޕ

㖸
ᭉ

⋡ᮡ
߮㐓⾨ߩᵴേࠍㅢߒߡޔ㖸ᭉߦߟߡߩ⥝߿㑐ᔃࠍ߽ߜ߿ߐߒ⟤ߩߘޔᭉߒߐࠍࠊ
߁ࠃ߁ߦߔࠆޕ
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ౝኈ
 Ბ㓏
   㖸ᭉ߇ᵹࠇߡࠆਛߢࠍേ߆ߒߡᭉߒޕ
   㖸ߩࠆ߅߽ߜ߾ߢㆆࠎߛࠅޔᛒ߿ߔᛂᭉེߢࠈࠈߥ㖸ࠍ㡆ࠄߒߚࠅߒߡᭉߒޕ
 Ბ㓏
   ᅢ߈ߥ㖸ᭉࠍ⡬ߡᭉߒޕ
   ㆐߿ᢎᏧߣߣ߽ߦ࠭ࡓߩ․ᓽࠍᗵߓขߞߡりࠍേ߆ߔޕ
   ࠈࠈߥᛂᭉེࠍߞߡ࠭ࡓㆆ߮ߥߤࠍߔࠆޕ
   ᅢ߈ߥ߿߿ߐߒᣓᓞߩ৻ㇱಽࠍᭉߒߊ߁ޕ
 Ბ㓏
   りㄭߥੱߩ߿Ṷᄼߥߤࠍ⡬߈ߥࠈࠈޔ㖸ᭉߦ㑐ᔃࠍ߽ߟޕ
   㖸ᭉߦวࠊߖߡ◲නߥりࠍߔࠆޕ
   ᣓᓞᭉེߦⷫߒߺ◲ޔනߥᭉ⼆ࠍߥ߇ࠄ࠭ࡓวᄼࠍߔࠆޕ
   ߿ߐߒࠍᄼߦวࠊߖߥ߇ࠄޔᢎᏧ߿㆐ߥߤߣ৻✜ߦߞߚࠅߢੱ৻ޔߞߚࠅߔࠆޕ

࿑
↹
Ꮏ


⋡ᮡ
ೋᱠ⊛ߥㅧᒻᵴേߦࠃߞߡޔㅧᒻߦߟߡߩ⥝߿㑐ᔃࠍ߽ߜߩޔ༑߮ࠍࠊ߁ࠃ߁
ߦߔࠆޕ
ౝኈ
 Ბ㓏
   ߆ߚࠅޔࠅߚߞߊߟޔ㘼ߞߚࠅߔࠆߎߣߦ㑐ᔃࠍ߽ߟޕ
   りㄭߥ᧚ᢱࠍ߽ߣߦㅧᒻㆆ߮ࠍߔࠆޕ
 Ბ㓏
   ߚߎߣ߿ᗵߓߚߎߣࠍ⛗ߦ߆ߚࠅࠍࠇߘޔࠅߚߞߊߟޔ㘼ߞߚࠅߔࠆޕ
   りㄭߥ᧚ᢱ߿↪ౕࠍⷫߒߺߥ߇ࠄ߁ޕ
 Ბ㓏
   ߚߎߣޔᗵߓߚߎߣ߿ᗐߒߚߎߣࠍޔᎿᄦߒߡ⛗ߦ߆ߚࠅࠍࠇߘޔࠅߚߞߊߟޔ㘼ߞ
ߚࠅޕࠆߔࠅߚߞޔ
   ࠈࠈߥ᧚ᢱ߿↪ౕࠍᎿᄦߒߥ߇ࠄߦ⊛⋡ޔวࠊߖߡ߁ޕ
   ㆐ߣຠࠍߖวߞߚࠅޔㅧᒻຠߥߤࠍࠆߎߣߦ㑐ᔃࠍ߽ߞߚࠅߔࠆޕ


⢒

⋡ᮡ
ㆡಾߥㆇേߩ⚻㛎ࠍㅢߒߡޔஜᐽߩᜬჇㅴߣജߩะࠍ࿑ࠅޔᭉߒߊࠆ↢ᵴࠍ༡ᘒ
ᐲࠍ⢒ߡࠆޕ
ౝኈ
 Ბ㓏
   ᢎᏧߣ৻✜ߦޔᱠߊߩߤߥࠆޔၮᧄ⊛ߥㆇേࠍߔࠆޕ
   ࠈࠈߥེ᪾ౕེ↪ౕࠍߞߚㆆ߮ޔㆆ߮ޔ᳓ㆆ߮ߥߤࠍߔࠆޕ
   ◲නߥว࿑߿ᜰ␜ߦᓥߞߡޔᭉߒߊㆇേߔࠆޕ
 Ბ㓏
   ᱠߊޔࠆޔ〡߱ߥߤߩၮᧄ⊛ߥㆇേߦᘠࠇࠆޕ
   ࠈࠈߥེ᪾ౕེ↪ౕࠍߞߚㆇേޔㆇേޔ᳓ߩਛߢߩㆇേߥߤߦⷫߒޕ
   ◲නߥ߈߹ࠅࠍࠅޔ㆐ߣߣ߽ߦోߦㆇേߔࠆޕ
 Ბ㓏
   ᱠߊޔࠆޔ〡߱ߥߤߩၮᧄ⊛ߥㆇേࠍࠈࠈߥᣇᴺߢⴕ߁ޕ
   ࠈࠈߥེ᪾ౕེ↪ౕࠍߞߚㆇേޔㆇേޔ᳓ߩਛߢߩㆇേߥߤࠍߔࠆޕ
   ࠈࠈߥ߈߹ࠅࠍࠅޔജࠍวࠊߖߡోߦㆇേߔࠆޕ

ਛቇㇱቇ⠌ᜰዉⷐ㗔㧦ࠠࡖࠕᢎ⢒ߦ㑐ㅪ߇ᷓߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㗄
╙㧠✚ว⊛ߥቇ⠌ߩᤨ㑆ߩขᛒ
㧞✚ว⊛ߥቇ⠌ߩᤨ㑆ߦ߅ߡߪޔᰴߩࠃ߁ߥߨࠄࠍ߽ߞߡᜰዉࠍⴕ߁߽ߩߣߔࠆޕ
  ቇ߮ᣇ߿߽ߩߩ⠨߃ᣇࠍりߦઃߌޔ㗴ߩ⸃߿ត᳞ᵴേߦਥ⊛ޔഃㅧ⊛ߦขࠅ⚵ᘒᐲࠍ⢒
ߡ⥄ޔᏆߩ↢߈ᣇࠍ⠨߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߔࠆߎߣޕ
✚
㧢 ✚ว⊛ߥቇ⠌ߩᤨ㑆ߩቇ⠌ᵴേࠍⴕ߁ߦᒰߚߞߡߪޔᰴߩ㗄ߦ㈩ᘦߔࠆ߽ߩߣߔࠆޕ
ೣ
  ⥄ὼ㛎߿ࡏࡦ࠹ࠖࠕᵴേߥߤߩ␠ળ㛎ⷰޔኤታ㛎ޔቇ߿⺞ᩏߊߠߩ߽ޔ⺰⸛߿⊒ޔ
ࠅ߿↢↥ᵴേޔᵹᵴേߥߤ㛎⊛ߥቇ⠌ޔ㗴⸃⊛ߥቇ⠌ࠍⓍᭂ⊛ߦขࠅࠇࠆߎߣޕ
╙㧣ᜰዉ⸘↹ߩᚑ╬ߦᒰߚߞߡ㈩ᘦߔߴ߈㗄
㧞 એߩ߶߆ޔᰴߩ㗄ߦ㈩ᘦߔࠆ߽ߩߣߔࠆޕ
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  ਛቇㇱߦ߅ߡߪ↢ޔᓤ߇⥄ࠄߩ↢߈ᣇࠍ⠨߃ਥ⊛ߦㅴ〝ࠍㆬᛯߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁↢ޔᓤ
ߩᢎ⢒ᵴേోࠍㅢߓߥ⊛❱⚵ޔ⊛↹⸘ޔㅴ〝ᜰዉࠍⴕ߁ߎߣޕ
  ߹ߚޔਛቇㇱߦ߅ߡߪ↢ޔᓤ߇ቇᩞ߿ቇ⚖ߢߩ↢ᵴߦࠃࠅࠃߊㆡᔕߔࠆߣߣ߽ߦޔ߮
᧪ߩ↢߈ᣇࠍ⠨߃ⴕേߔࠆᘒᐲ߿⢻ജࠍ⢒ᚑߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ޔቇᩞߩᢎ⢒ᵴേోࠍㅢߓޔ
ࠟࠗ࠳ࡦࠬߩᯏ⢻ߩలታࠍ࿑ࠆߎߣޕ
╙㧝⋡ᮡ
ቇᩞߩᢎ⢒ᵴേోࠍㅢߓߡޔᓼ⊛ߥᔃᖱ್ޔᢿജޔታ〣ᗧ᰼ߣᘒᐲߥߤߩᓼᕈࠍ㙃߁ߎ
ߣߣߔࠆޕ
 ╙㧞ౝኈ
ᓼ
㧝ਥߣߒߡ⥄ಽ⥄りߦ㑐ߔࠆߎߣޕ
㧞ਥߣߒߡઁߩੱߣߩ߆߆ࠊࠅߦ㑐ߔࠆߎߣޕ
㧟ਥߣߒߡ⥄ὼ߿ፏ㜞ߥ߽ߩߣߩ߆߆ࠊࠅߦ㑐ߔࠆߎߣޕ
㧠ਥߣߒߡ㓸࿅߿␠ળߣߩ߆߆ࠊࠅߦ㑐ߔࠆߎߣޕ
╙㧝⋡ᮡ
ᦸ߹ߒ㓸࿅ᵴേࠍㅢߒߡޔᔃりߩ⺞ߩߣࠇߚ⊒㆐ߣᕈߩિ㐳ࠍ࿑ࠅޔ㓸࿅߿␠ળߩ৻ຬ
ߣߒߡࠃࠅࠃ↢ᵴࠍ▽ߎ߁ߣߔࠆ⥄ਥ⊛ޔታ〣⊛ߥᘒᐲࠍ⢒ߡࠆߣߣ߽ߦੱޔ㑆ߣߒߡߩ↢߈
ᣇߦߟߡߩ⥄ⷡࠍᷓ⥄ޔᏆࠍ↢߆ߔ⢻ജࠍ㙃߁ޕ
╙㧞ౝኈ
 㧭ቇ⚖ᵴേ
ቇ⚖ᵴേߦ߅ߡߪޔቇ⚖ࠍනߣߒߡޔቇ⚖߿ቇᩞߩ↢ᵴ߳ߩㆡᔕࠍ࿑ࠆߣߣ߽ߦߩߘޔల
ታߣะ↢ޔᓤ߇ᒰ㕙ߔࠆ⻉⺖㗴߳ߩኻᔕ߮ஜోߥ↢ᵴᘒᐲߩ⢒ᚑߦ⾗ߔࠆᵴേࠍⴕ߁ߎߣޕ
  ੱ߮␠ળߩ৻ຬߣߒߡߩࠅᣇޔஜᐽ߿ోߦ㑐ߔࠆߎߣޕ
ࠕ 㕍ᐕᦼߩਇ߿ᖠߺߣߘߩ⸃⥄ޔᏆ߮ઁ⠪ߩᕈߩℂ⸃ߣዅ㊀␠ޔળߩ৻ຬߣߒߡߩ
⥄ⷡߣ⽿છ↵ޔᅚ⋧ߩℂ⸃ߣදജੱߒ߹ᦸޔ㑆㑐ଥߩ⏕┙ࠕࠖ࠹ࡦࡏޔᵴേߩᗧ⟵ߩ
ℂ⸃ߥߤ
ࠗ ᔃりߣ߽ߦஜᐽߢోߥ↢ᵴᘒᐲ߿⠌ᘠߩᒻᚑޔᕈ⊛ߥ⊒㆐߳ߩㆡᔕޔቇᩞ⛎㘩ߣᦸ߹ߒ
㘩⠌ᘠߩᒻᚑߥߤ
․
  ቇᬺ↢ᵴߩలታޔ᧪ߩ↢߈ᣇߣㅴ〝ߩㆡಾߥㆬᛯߦ㑐ߔࠆߎߣޕ

 ቇ߱ߎߣߩᗧ⟵ߩℂ⸃⥄ޔਥ⊛ߥቇ⠌ᘒᐲߩᒻᚑߣቇᩞ࿑ᦠ㙚ߩ↪ޔㆬᛯᢎ⑼╬ߩㆡಾ
ᵴ
ߥㆬᛯޔㅴ〝ㆡᕈߩีߣㅴ〝ᖱႎߩᵴ↪ߒ߹ᦸޔ⡯ᬺⷰൕഭⷰߩᒻᚑޔਥ⊛ߥㅴ〝
േ
ߩㆬᛯߣ᧪⸳⸘ߥߤ
 㧯ቇᩞⴕ
ቇᩞⴕߦ߅ߡߪోޔᩞߪቇᐕࠍනߣߒߡޔቇᩞ↢ᵴߦ⒎ᐨߣᄌൻࠍਈ߃ޔ㓸࿅߳ߩᚲ
ዻᗵࠍᷓޔቇᩞ↢ᵴߩలታߣ⊒ዷߦ⾗ߔࠆ㛎⊛ߥᵴേࠍⴕ߁ߎߣޕ
  ൕഭ↢↥ᄺ⊛ⴕ
ൕഭߩዅߐ߿ഃㅧߔࠆߎߣߩ༑߮ࠍᓧߒޔ⡯ᬺ߿ㅴ〝ߦ߆߆ࠊࠆ⊒⊛ߥ㛎߇ᓧࠄࠇࠆࠃ
߁ߦߔࠆߣߣ߽ߦࠕࠖ࠹ࡦࡏޔᵴേߥߤ␠ળᄺߩ♖ࠍ㙃߁㛎߇ᓧࠄࠇࠆࠃ߁ߥᵴേࠍⴕ
߁ߎߣޕ
╙㧟ᜰዉ⸘↹ߩᚑߣౝኈߩขᛒ
 㧝ᜰዉ⸘↹ߩᚑߦᒰߚߞߡߪޔᰴߩ㗄ߦ㈩ᘦߔࠆ߽ߩߣߔࠆޕ
  ↢ᓤᜰዉߩᯏ⢻ࠍචಽߦ↢߆ߔߣߣ߽ߦޔᢎ⢒⋧⺣㧔ㅴ〝⋧⺣ࠍޕ
㧕ߦߟߡ߽↢ޔᓤߩኅ
ᐸߣߩㅪ⛊ࠍኒߦߒޔㆡಾߦታᣉߢ߈ࠆࠃ߁ߦߔࠆߎߣޕ
  ቇᩞ↢ᵴ߳ߩㆡᔕ߿ੱ㑆㑐ଥߩᒻᚑޔㆬᛯᢎ⑼߿ㅴ〝ߩㆬᛯߥߤߩᜰዉߦᒰߚߞߡߪࡦ࠳ࠗࠟޔ
ࠬߩᯏ⢻ࠍలታߔࠆࠃ߁ቇ⚖ᵴേ╬ߩᜰዉࠍᎿᄦߔࠆߎߣޕ
⋡ᮡ
ᣣᏱ↢ᵴߦᔅⷐߥ࿖⺆ߦߟߡߩℂ⸃ࠍᷓࠆߔޔ⢻ജߣᘒᐲࠍ⢒ߡࠆޕ
࿖
ౝኈ
⺆
  ߩౝኈࠍᄢ⡞߈ขࠆޕ
  ⡞߈ߒߚߎߣߥߤࠍ⋧ᚻߦಽ߆ࠆࠃ߁ߦߔޕ
⋡ᮡ
␠ળߩ᭽ሶޔ߈߿⒖ࠅᄌࠊࠅߦߟߡߩ㑐ᔃߣℂ⸃ࠍᷓ␠ޔળ↢ᵴߦᔅⷐߥၮ␆⊛ߥ⢻ജ
ߣᘒᐲࠍ⢒ߡࠆޕ
␠
ౝኈ
ળ
  㓸࿅↢ᵴߦᘠࠇ⥄ޔಽߩᗧࠍㅀߴߚࠅ⋧ޔᚻߩ┙႐ࠍ⠨߃ߚࠅߒߡޔߦදജߒว߁ޕ
  ␠ળ↢ᵴߦᔅⷐߥࠈࠈߥ߈߹ࠅ߇ࠆߎߣࠍ⍮ࠅࠍࠄࠇߘޔࠆޕ
  ᣣᏱ↢ᵴߦ㑐ଥߩᷓᣉ⸳߿‛ߥߤߩ߈߇ಽ߆ࠅࠍࠄࠇߘޔ↪ߔࠆޕ
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  ᣣᏱ↢ᵴߢ⚻㛎ߔࠆ␠ળߩ᧪ߦ⥝߿㑐ᔃࠍ߽ߜޔ↥↢ޔᶖ⾌ߥߤߩ⚻ᷣᵴേߦ㑐ߔࠆೋᱠ
⊛ߥᨩࠍℂ⸃ߔࠆޕ
  ⥄ಽ߇ၞࠍਛᔃߦޔᚒ߇࿖ߩࠈࠈߥၞߩ᭽ሶ߿␠ળߩ⒖ࠅᄌࠊࠅߦ㑐ᔃࠍ߽ߟޕ
  ᄖ࿖ߩ᭽ሶ߿⇇ߩ᧪ߥߤߦ⥝߿㑐ᔃࠍ߽ߟޕ
⋡ᮡ
ᣣᏱ↢ᵴߦᔅⷐߥᢙ㊂߿࿑ᒻߥߤߦ㑐ߔࠆೋᱠ⊛ߥᨩߦߟߡߩℂ⸃ࠍᷓࠍࠄࠇߘޔᛒ߁
ᢙ
⢻ജߣᘒᐲࠍ⢒ߡࠆޕ
ቇ ౝኈ
  ೋᱠ⊛ߥᢙ㊂ߩಣℂ߿⸘▚ࠍߒޔᣣᏱ↢ᵴߩਛߢ߁ޕ
  ㊄㌛߿ᤨ⸘ᥲߩᣇߦᘠࠇࠆޕ
⋡ᮡ
ᣣᏱ↢ᵴߦ㑐ଥߩᷓ⥄ὼߩ⚵ߺ߿߈ߦ㑐ߔࠆೋᱠ⊛ߥᨩߦߟߡߩℂ⸃ࠍ࿑ࠅ⥄ޔὼ
ࠍᗲߔࠆ⼾߆ߥᔃᖱࠍၭ߁ޕ
ℂ ౝኈ
⑼   ੱߩߩਥߥߟߊࠅ߿߈ߦ㑐ᔃࠍ߽ߟޕ
  りㄭߥ↢‛ߩᚑ㐳߮ᵴേߩ᭽ሶߦ㑐ᔃࠍ߽ߟޕ
  りㄭߥ‛߿ᯏ᪾ౕེߩ⚵ߺߣᛒߦߟߡߩೋᱠ⊛ߥ⍮⼂ࠍ߽ߟޕ
  ⥄ὼߩ‛⽎ߦߟߡߩ⥝ࠍᐢߍޔᣣᏱ↢ᵴߣߩ㑐ଥࠍ⍮ࠆޕ
⋡ᮡ
߮㐓⾨ߩ⢻ജࠍၭޔ㖸ᭉߦߟߡߩ⥝߿㑐ᔃࠍᷓ↢ޔᵴࠍࠆߊᭉߒ߽ߩߦߔ
ࠆᘒᐲߣ⠌ᘠࠍ⢒ߡࠆޕ
㖸 ౝኈ
ᭉ   ࠈࠈߥ㖸ᭉࠍᭉߒߊ⡬ߊޕ
  㖸ᭉࠍ⡬ߡᗵߓߚߎߣࠍേߢߒߚࠅߦࡓ࠭ޔวࠊߖߡりࠍߒߚࠅߔࠆޕ
  ᛂᭉེ߿ᣓᓞᭉེࠍߞߡߦ↱⥄ޔṶᄼߒߚࠅޔวᄼ߿⁛ᄼࠍߒߚࠅߔࠆޕ
  ⹖߿࠭ࡓߥߤߦ᳇ࠍઃߌߡ⁛ޔ໒ޔᢧ໒◲ޔනߥベ໒ߥߤࠍߔࠆޕ
⋡ᮡ
ㅧᒻᵴേߦࠃߞߡޔ߮㐓⾨ߩ⢻ജࠍၭߥ߆⼾ޔᖱᠲࠍ㙃߁ޕ
⟤ ౝኈ
ⴚ   ⚻㛎߿ᗐࠍ߽ߣߦޔࠅߚߞߊߟޔࠅߚ߆ޔߡߡ┙ࠍ↹⸘ޔ㘼ߞߚࠅߔࠆޕ
  ࠈࠈߥ᧚ᢱ߿↪ౕߥߤߩᛒᣇࠍℂ⸃ߒߡ߁ޕ
  ⥄ὼ߿ㅧᒻຠߩ⟤ߒߐߦⷫߒߺࠍ߽ߟޕ
⋡ᮡ
ㆡಾߥㆇേߩ⚻㛎߿ஜᐽోߦߟߡߩℂ⸃ࠍㅢߒߡޔஜᐽߩᜬჇㅴߣജߩะࠍ࿑ࠆ

ߣߣ߽ߦޔࠆߊ⼾߆ߥ↢ᵴࠍ༡ᘒᐲࠍ⢒ߡࠆޕ
ஜ
ౝኈ

  ߟߊࠅㆇേ◲ޔනߥࠬࡐ࠷ߩߤߥࠬࡦ࠳ޔㆇേࠍߔࠆޕ
⢒
  ߈߹ࠅ߿◲නߥ࡞࡞ߥߤࠍࠅޔߦදജߒߡోߦㆇേࠍߔࠆޕ
  ⥄ಽߩ⊒⢒⊒㆐ߦ㑐ᔃࠍ߽ߞߚࠅޔஜᐽోߦ㑐ߔࠆೋᱠ⊛ߥᨩࠍℂ⸃ߒߚࠅߔࠆޕ
⋡ᮡ
ࠆߊ⼾߆ߥ⡯ᬺ↢ᵴ߿ኅᐸ↢ᵴ߇ᄢಾߥߎߣߦ᳇ઃߊࠃ߁ߦߔࠆߣߣ߽ߦޔ⡯ᬺ↢ᵴ߮ኅ
ᐸ↢ᵴߦᔅⷐߥၮ␆⊛ߥ⍮⼂ߣᛛ⢻ߩ⠌ᓧࠍ࿑ࠅޔታ〣⊛ߥᘒᐲࠍ⢒ߡࠆޕ
ౝኈ
⡯   ߊߎߣߦ㑐ᔃࠍ߽ߜޔߊ༑߮ࠍࠊޔᬺ߿ታ⠌ߦෳടߔࠆޕ
ᬺ   ⡯ᬺߦዞߊߚߦߪޔၮ␆⊛ߥ⍮⼂ߣᛛ⢻߇ᔅⷐߢࠆߎߣࠍℂ⸃ߔࠆޕ
   ౕ߿ᯏ᪾ߩᣇߥߤ߇ಽ߆ࠅޔోߦᬺ߿ታ⠌ࠍߔࠆޕ
ኅ   ⥄ಽߩᓎഀࠍℂ⸃ߒߩઁޔ⠪ߣදജߒߡᬺ߿ታ⠌ࠍߔࠆޕ
ᐸ   ↥ᬺ႐╬ߦ߅ߌࠆታ⠌ࠍㅢߒߡߥࠈࠈޔ⡯ᬺ߿⡯ᬺ↢ᵴޔㅴ〝ߦ㑐ᔃࠍ߽ߟޕ
  ኅᣖ߇ߘࠇߙࠇߩᓎഀࠍಽᜂߒߡࠆߎߣࠍℂ⸃ߒޔᭉߒኅᐸߠߊࠅࠍߔࠆߚߦදജߔࠆޕ
  ኅᐸ↢ᵴߦᔅⷐߥⵍޔ㘩‛ޔዬߥߤߦ㑐ߔࠆၮ␆⊛ߥ⍮⼂ߣᛛ⢻ࠍりߦઃߌࠆޕ
  ⡯ᬺ↢ᵴ߿ኅᐸ↢ᵴߢࠊࠇࠆᖱႎᯏེ╬ߩೋᱠ⊛ߥᛒߦᘠࠇࠆޕ
  ᥜࠍലߦㆊߏߔߚߩᣇᴺࠍ⍮ࠅ↢ޔᵴߦ↢߆ߔޕ
ᄖ
࿖
⺆

⋡ᮡ
ᄖ࿖⺆ߦⷫߒߺ◲ޔනߥࠍㅢߒߡޔᄖ࿖⺆߿ᄖ࿖߳ߩ㑐ᔃࠍ⢒ߡࠆޕ
ౝኈ
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⧷⺆
 ࠕ࡞ࡈࠔࡌ࠶࠻߿◲නߥ⺆ߦ⥝߿㑐ᔃࠍ߽ߟޕ
 ◲නߥ⧷⺆ߩߦ⥝߿㑐ᔃࠍ߽ߟޕ
 ◲නߥ⧷⺆ࠍߞߡߔࠆޕ

㜞╬ㇱቇ⠌ᜰዉⷐ㗔㧦ࠠࡖࠕᢎ⢒ߦ㑐ㅪ߇ᷓߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㗄

✚
ೣ

╙  ▵ ᢎ⢒⺖⒟ߩ✬ᚑ
╙  ᱅ ৻⥸ᣇ㊎
 ቇᩞߦ߅ߡߪ↢ޔᓤߩ㓚ኂߩ⁁ᘒޔၞ߿ቇᩞߩታᘒ╬ߦᔕߓߡޔዞᬺ߿ࡏࡦ࠹ࠖࠕߦ߆
߆ࠊࠆ㛎⊛ߥቇ⠌ߩᜰዉࠍㆡಾߦⴕ߁ࠃ߁ߦߒޔൕഭߩዅߐ߿ഃㅧߔࠆߎߣߩ༑߮ࠍᓧߐ
ߖߒ߹ᦸޔൕഭⷰޔ⡯ᬺⷰߩ⢒ᚑ߿␠ળᄺߩ♖ߩᶩ㙃ߦ⾗ߔࠆ߽ߩߣߔࠆޕ
╙㧞᱅ ╙㧟 ✚ว⊛ߥቇ⠌ߩᤨ㑆
✚ว⊛ߥቇ⠌ߩᤨ㑆ߦ߅ߡߪޔᰴߩࠃ߁ߥߨࠄࠍ߽ߞߡᜰዉࠍⴕ߁߽ߩߣߔࠆޕ
 ቇ߮ᣇ߿߽ߩߩ⠨߃ᣇࠍりߦઃߌޔ㗴ߩ⸃߿តⓥᵴേߦਥ⊛ޔഃㅧ⊛ߦขࠅ⚵ᘒᐲ
ࠍ⢒ߡ⥄ޔᏆߩࠅᣇ↢߈ᣇࠍ⠨߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߔࠆߎߣޕ
ฦቇᩞߦ߅ߡߪޔ⸥  ߮  ߦ␜ߔ⿰ᣦ߮ߨࠄࠍ〯߹߃✚ޔว⊛ߥቇ⠌ߩᤨ㑆ߩ⋡ᮡ
߮ౝኈࠍቯޔၞ߿ቇᩞߩ․⦡↢ޔᓤߩ․ᕈ╬ߦᔕߓޔ߫߃ޔᰴߩࠃ߁ߥቇ⠌ᵴേߥߤࠍ
ⴕ߁߽ߩߣߔࠆޕ
ࠗ↢ᓤ߇⥝㑐ᔃޔㅴ〝╬ߦᔕߓߡ⸳ቯߒߚ⺖㗴ߦߟߡޔ⍮⼂߿ᛛ⢻ߩᷓൻ✚ޔวൻࠍ
࿑ࠆቇ⠌ᵴേ
࠙⥄Ꮖߩࠅᣇ↢߈ᣇ߿ㅴ〝ߦߟߡ⠨ኤߔࠆቇ⠌ᵴേ
 ✚ว⊛ߥቇ⠌ߩᤨ㑆ߩቇ⠌ᵴേࠍⴕ߁ߦᒰߚߞߡߪޔᰴߩ㗄ߦ㈩ᘦߔࠆ߽ߩߣߔࠆޕ
 ⥄ὼ㛎߿ࡏࡦ࠹ࠖࠕᵴേޔዞᬺ㛎ߥߤߩ␠ળ㛎ⷰޔኤታ㛎ታ⠌⺞ޔᩏ⎇ⓥޔ
⊒߿⸛⺰↥↢߿ࠅߊߠߩ߽ޔᵴേޔᵹᵴേߥߤ㛎⊛ߥቇ⠌ޔ㗴⸃⊛ߥቇ⠌ࠍⓍᭂ⊛
ߦขࠅࠇࠆߎߣޕ
╙  ᱅ᢎ⢒⺖⒟ߩ✬ᚑታᣉߦᒰߚߞߡ㈩ᘦߔߴ߈㗄
 㧠 ⡯ᬺᢎ⢒ߦ㑐ߒߡ㈩ᘦߔߴ߈㗄
 ᥉ㅢ⑼ߦ߅ߡߪޔၞ߿ቇᩞߩታᘒ↢ޔᓤߩ․ᕈޔㅴ〝╬ࠍ⠨ᘦߒޔᔅⷐߦᔕߓߡޔㆡಾ
ߥ⡯ᬺߦ㑐ߔࠆฦᢎ⑼⑼⋡ߩጁୃߩᯏળߩ⏕ߦߟߡ㈩ᘦߔࠆ߽ߩߣߔࠆޕ
 ቇᩞߦ߅ߡߪޔၞ߿ቇᩞߩታᘒ↢ޔᓤߩ․ᕈޔㅴ〝╬ࠍ⠨ᘦߒޔዞᬺ㛎ߩᯏળߩ⏕
ߦߟߡ㈩ᘦߔࠆ߽ߩߣߔࠆޕ
 ⡯ᬺߦ㑐ߔࠆฦᢎ⑼⑼⋡ߦߟߡߪޔᰴߩ㗄ߦ㈩ᘦߔࠆ߽ߩߣߔࠆޕ
ࠕ⡯ᬺߦ㑐ߔࠆฦᢎ⑼⑼⋡ߦߟߡߪޔዞᬺ㛎ࠍ߽ߞߡታ⠌ߦᦧ߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߎߣޕ
ߎߩ႐วޔዞᬺ㛎ߪߩߘޔฦᢎ⑼⑼⋡ߩౝኈߦ⋥ធ㑐ଥ߇ࠅ৻ߩߘޔߟ߆ޔㇱߣߒߡ
ࠄ߆ߓ⸘↹ߐࠇࠆ߽ߩߢࠆߎߣࠍⷐߔࠆߎߣޕ
  ᢎ⢒⺖⒟ߩታᣉ╬ߦᒰߚߞߡ㈩ᘦߔߴ߈㗄
એߩ߶߆ޔᰴߩ㗄ߦߟߡ㈩ᘦߔࠆ߽ߩߣߔࠆޕ
 ↢ᓤ߇ㆡಾߥฦᢎ⑼⑼⋡߿㘃ဳࠍㆬᛯߒቇᩞ߿ࡎࡓ࡞ࡓߢߩ↢ᵴߦࠃࠅࠃߊㆡᔕߔࠆ
ߣߣ߽ߦޔ߮᧪ߩ↢߈ᣇࠍ⠨߃ⴕേߔࠆᘒᐲ߿⢻ജࠍ⢒ᚑߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ޔቇ
ᩞߩᢎ⢒ᵴേోࠍㅢߓߩࠬࡦ࠳ࠗࠟޔᯏ⢻ߩలታࠍ࿑ࠆߎߣޕ
 ↢ᓤ߇⥄Ꮖߩࠅᣇ↢߈ᣇࠍ⠨߃ޔਥ⊛ߦㅴ〝ࠍㆬᛯߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ޔቇᩞߩᢎ⢒
ᵴേోࠍㅢߓߥ⊛❱⚵ޔ⊛↹⸘ޔㅴ〝ᜰዉࠍⴕ߁ߎߣޕ


ᓼ

╙㧝᱅ ⋡ᮡ߮ౝኈ
ᓼߩ⋡ᮡ߮ౝኈߦߟߡߪޔዊቇㇱ߮ਛቇㇱߦ߅ߌࠆ⋡ᮡ߮ౝኈࠍၮ⋚ߣߒޔߦᦝޔ
㕍ᐕᦼߩ․ᕈࠍ⠨ᘦߒߡޔஜోߥ␠ળ↢ᵴࠍ༡ߦᔅⷐߥᓼᕈࠍ৻ጀ㜞ࠆߎߣߦദࠆ߽
ߩߣߔࠆޕ

․

ᵴ
േ

╙㧝⋡ᮡ
ᦸ߹ߒ㓸࿅ᵴേࠍㅢߒߡޔᔃりߩ⺞ߩߣࠇߚ⊒㆐ߣᕈߩિ㐳ࠍ࿑ࠅޔ㓸࿅߿␠ળߩ৻ຬ
ߣߒߡࠃࠅࠃ↢ᵴࠍ▽ߎ߁ߣߔࠆ⥄ਥ⊛ޔታ〣⊛ߥᘒᐲࠍ⢒ߡࠆߣߣ߽ߦੱޔ㑆ߣߒߡߩࠅ
ᣇ↢߈ᣇߦߟߡߩ⥄ⷡࠍᷓ⥄ޔᏆࠍ↢߆ߔ⢻ജࠍ㙃߁ޕ
╙㧞ౝኈ
 㧭ࡎࡓ࡞ࡓᵴേ
ࡎࡓ࡞ࡓᵴേߦ߅ߡߪޔቇᩞߦ߅ߌࠆ↢ᓤߩၮ␆⊛ߥ↢ᵴ㓸࿅ߣߒߡ✬ᚑߒߚࡎࡓ࡞
ࡓࠍනߣߒߡ߿ࡓ࡞ࡓࡎޔቇᩞߩ↢ᵴ߳ߩㆡᔕࠍ࿑ࠆߣߣ߽ߦߩߘޔలታߣะ↢ޔᓤ
߇ᒰ㕙ߔࠆ⻉⺖㗴߳ߩኻᔕ߮ஜోߥ↢ᵴᘒᐲߩ⢒ᚑߦ⾗ߔࠆᵴേࠍⴕ߁ߎߣޕ
   ੱ߮␠ળߩ৻ຬߣߒߡߩࠅᣇ↢߈ᣇޔஜᐽ߿ోߦ㑐ߔࠆߎߣޕ
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ࠕ 㕍ᐕᦼߩᖠߺ߿⺖㗴ߣߘߩ⸃⥄ޔᏆ߮ઁ⠪ߩᕈߩℂ⸃ߣዅ㊀␠ޔળ↢ᵴߦ߅ߌࠆᓎ
ഀߩ⥄ⷡߣ⥄Ꮖ⽿છ↵ޔᅚ⋧ߩℂ⸃ߣදജࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦޔ⢻ജߩ⢒ᚑߣੱ㑆㑐ଥߩ
⏕┙ࠕࠖ࠹ࡦࡏޔᵴേߩᗧ⟵ߩℂ⸃ޔ࿖㓙ℂ⸃ߣ࿖㓙ᵹߥߤޕ
ࠗ ᔃりߩஜᐽߣஜోߥ↢ᵴᘒᐲ߿⠌ᘠߩ⏕┙↢ޔߩዅ㊀ߣోߥ↢ᵴᘒᐲ߿⠌ᘠߩ⏕┙ߥ
ߤޕ
   ቇᬺ↢ᵴߩలታޔ᧪ߩ↢߈ᣇߣㅴ〝ߩㆡಾߥㆬᛯቯߦ㑐ߔࠆߎߣޕ
ቇ߱ߎߣߩᗧ⟵ߩℂ⸃ޔਥ⊛ߥቇ⠌ᘒᐲߩ⏕┙ߣቇᩞ࿑ᦠ㙚ߩ↪ޔᢎ⑼⑼⋡ߩㆡಾ
ߥㆬᛯޔㅴ〝ㆡᕈߩℂ⸃ߣㅴ〝ᖱႎߩᵴ↪ߒ߹ᦸޔ⡯ᬺⷰൕഭⷰߩ⏕┙ޔਥ⊛ߥㅴ〝
ߩㆬᛯቯߣ᧪⸳⸘ߥߤ
 㧯ቇᩞⴕ
ቇᩞⴕߦ߅ߡߪోޔᩞ⧯ߒߊߪቇᐕߪߘࠇࠄߦḰߕࠆ㓸࿅ࠍනߣߒߡޔቇᩞ↢ᵴߦ⒎
ᐨߣᄌൻࠍਈ߃ޔ㓸࿅߳ߩᚲዻᗵࠍᷓޔቇᩞ↢ᵴߩలታߣ⊒ዷߦ⾗ߔࠆ㛎⊛ߥᵴേࠍⴕ߁ߎ
ߣޕ
 ൕഭ↢↥ᄺ⊛ⴕ
ൕഭߩዅߐ߿ഃㅧߔࠆߎߣߩ༑߮ࠍᓧߒޔ⡯ᬺⷰߩᒻᚑ߿ㅴ〝ߩㆬᛯቯߥߤߦ⾗ߔࠆ
㛎߇ᓧࠄࠇࠆࠃ߁ߦߔࠆߣߣ߽ߦࠕࠖ࠹ࡦࡏޔᵴേߥߤ␠ળᄺߩ♖ࠍ㙃߁㛎߇ᓧ
ࠄࠇࠆࠃ߁ߥᵴേࠍⴕ߁ߎߣޕ
╙ ᜰዉ⸘↹ߩᚑߣౝኈߩขᛒ
 ᜰዉ⸘↹ߩᚑߦᒰߚߞߡߪޔᰴߩ㗄ߦ㈩ᘦߔࠆ߽ߩߣߔࠆޕ
 ቇᩞߩഃᗧᎿᄦࠍ↢߆ߔߣߣ߽ߦޔቇᩞߩታᘒ߿↢ᓤߩ⊒㆐Ბ㓏߮․ᕈ╬ࠍ⠨ᘦߒޔᢎ
Ꮷߩㆡಾߥᜰዉߩਅߦ↢ޔᓤߦࠃࠆ⥄ਥ⊛ޔታ〣⊛ߥᵴേ߇ഥ㐳ߐࠇࠆࠃ߁ߦߔࠆߎߣߘޕ
ߩ㓙ࠕࠖ࠹ࡦࡏޔᵴേ߿ޔዞᬺ㛎ߥߤൕഭߦ߆߆ࠊࠆ㛎⊛ߥᵴേߩᯏળࠍߢ߈ࠆߛߌ
ขࠅࠇࠆߣߣ߽ߦޔኅᐸ߿ၞߩੱߩߣޘㅪ៤␠ޔળᢎ⢒ᣉ⸳╬ߩᵴ↪ߥߤࠍᎿᄦߔࠆߎ
ߣޕ
 ↢ᓤᜰዉߩᯏ⢻ࠍචಽߦ↢߆ߔߣߣ߽ߦޔᢎ⢒⋧⺣㧔ㅴ〝⋧⺣ࠍޕ㧕ߦߟߡ߽↢ޔᓤ
ߩኅᐸߣߩㅪ⛊ࠍኒߦߒޔㆡಾߦታᣉߢ߈ࠆࠃ߁ߦߔࠆߎߣޕ
 ቇᩞ↢ᵴ߳ߩㆡᔕ߿ੱ㑆㑐ଥߩᒻᚑޔᢎ⑼⑼⋡߿ㅴ〝ߩㆬᛯߥߤߩᜰዉߦᒰߚߞߡߪޔ
ࠟࠗ࠳ࡦࠬߩᯏ⢻ࠍలታߔࠆࠃ߁ࡎࡓ࡞ࡓᵴേ╬ߩᜰዉࠍᎿᄦߔࠆߎߣޕ
᥉ㅢᢎ⢒ߦ㑐ߔࠆฦᢎ⑼

࿖
⺆

⋡ᮡ
↢ᵴߦᔅⷐߥ࿖⺆ߦߟߡߩℂ⸃ࠍᷓࠍࠄࠇߘޔㆡಾߦᵴ↪ߔࠆ⢻ജߣᘒᐲࠍ⢒ߡࠆޕ
ౝኈ
 Ბ㓏
  ߩౝኈߩⷐὐࠍ⪭ߣߐߥࠃ߁ߦ⡞߈ขࠆޕ
  ⋡⊛߿႐ߦᔕߓߡⷐὐࠍ⪭ߣߐߥࠃ߁ߦߔޕ
 Ბ㓏
  ߒᚻߩᗧ࿑ࠍ⠨߃ߥ߇ࠄߩޔౝኈࠍㆡಾߦ⡞߈ขࠆޕ
  ⥄ಽߩ┙႐߿ᗧ࿑ࠍߪߞ߈ࠅߐߖߥ߇ࠄ߿⊛⋡ޔ႐ߦᔕߓߡㆡಾߦߔޕ

␠
ળ

 ⋡ᮡ
␠ળߩ᭽ሶޔ߈߿⒖ࠅᄌࠊࠅߦߟߡߩ㑐ᔃߣℂ⸃ࠍ৻ጀᷓ␠ޔળ↢ᵴߦᔅⷐߥ⢻ജߣᘒ
ᐲࠍ⢒ߡࠆޕ
ౝኈ
 Ბ㓏
  ⋧ᚻ߿⥄ಽߩ┙႐ࠍℂ⸃ߒޔߦදജߒߡᓎഀ߿⽿છࠍᨐߚߔޕ
  ␠ળ߿࿖ߦߪࠈࠈߥ߈߹ࠅ߇ࠆߎߣࠍ⍮ࠅࠍࠄࠇߘޔㆡಾߦࠆޕ
  ᣣᏱ↢ᵴߦ㑐ଥߩᷓᣉ⸳߿‛ߥߤߩ߈ࠍℂ⸃ߒࠍࠄࠇߘޔㆡಾߦ↪ߔࠆޕ
  ᴦ⚻ޔᷣޔᢥൻߥߤߩ␠ળ⊛⽎ߦ⥝߿㑐ᔃࠍ߽ߜޔ↥↢ޔᶖ⾌ߥߤߩ⚻ᷣᵴേߦ㑐ߔࠆ
ၮᧄ⊛ߥᨩࠍℂ⸃ߔࠆޕ
  ᚒ߇࿖ߩࠈࠈߥၞߩ⥄ὼ߿↢ᵴߩ᭽ሶࠍℂ⸃ߒ␠ޔળߩᄌൻߦ㑐ᔃࠍ߽ߟޕ
  ᄖ࿖ߩ⥄ὼ߿ੱ↢ߩޘᵴߩ᭽ሶޔ⇇ߩ᧪ߦ㑐ᔃࠍ߽ߟޕ
 Ბ㓏
  ੱߣ␠ળߩ㑐ଥ߇ಽ߆ࠅ␠ޔળߩ৻ຬߣߒߡߩ⥄ⷡࠍ߽ߟޕ
  ␠ળߩᘠ⠌↢ޔᵴߦ㑐ଥߩᷓᴺ߿ᐲࠍ⍮ࠅޔᔅⷐߦᔕߓߡ↢ᵴߦ↢߆ߔޕ
  ᣉ⸳߿‛ߥߤߩ߈ߦߟߡߩℂ⸃ࠍᷓࠍࠄࠇߘޔㆡಾߦ↪ߔࠆޕ
  ᴦ⚻ޔᷣޔᢥൻߥߤߩ␠ળ⊛⽎ߦ⥝߿㑐ᔃࠍ߽ߜߦࠄࠇߎޔ㑐ߔࠆၮᧄ⊛ߥᨩࠍℂ⸃
ߔࠆޕ
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  ࿑߿ฦ⒳ߩ⾗ᢱߥߤࠍᵴ↪ߒޔᚒ߇࿖ߩࠈࠈߥၞߩ᭽ሶ߿␠ળߩᄌൻࠍ⍮ࠆޕ
  ฦ⒳ߩ⾗ᢱࠍᵴ↪ߒޔᄖ࿖ߩ⥄ὼ߿ੱ↢ߩޘᵴߩ᭽ሶޔ⇇ߩ᧪ߦߟߡ⍮ࠆޕ

ᢙ
ቇ

 ⋡ᮡ
↢ᵴߦᔅⷐߥᢙ㊂߿࿑ᒻߥߤߦ㑐ߔࠆℂ⸃ࠍᷓࠍࠄࠇߘޔᵴ↪ߔࠆ⢻ജߣᘒᐲࠍ⢒ߡࠆޕ
ౝኈ
 Ბ㓏
  ᢙ㊂ߩಣℂ߿⸘▚ࠍߒޔᣣᏱ↢ᵴߩਛߢ߁ޕ
  ㊄㌛߿ᤨ⸘ᥲࠍ↢ᵴߩਛߢ߁ޕ
  Ბ㓏
  ᢙ㊂ߩಣℂ߿⸘▚ࠍߒ↢ޔᵴߩਛߢᵴ↪ߔࠆޕ
  ㊄㌛߿ᤨ⸘ᥲࠍ↢ᵴߩਛߢᎿᄦߒߡ߁ޕ

ℂ
⑼

 ⋡ᮡ
⥄ὼߩ⚵ߺ߿߈ߦߟߡߩℂ⸃ࠍᷓ⥄ޔὼࠍᗲߔࠆ⼾߆ߥᔃᖱࠍၭ߁ޕ
ౝኈ
 Ბ㓏
  ੱߩߩਥߥߟߊࠅ߿߈ࠍℂ⸃ߔࠆޕ
  ↢‛ߦߟߡߩℂ⸃ࠍᷓ↢ޔߩᄢಾߥߎߣࠍ⍮ࠆޕ㩷
  ↢ᵴߦ㑐ଥߩࠆ‛⾰ߩᕈ⾰߿ᯏ᪾ౕེߩ᭴ㅧ߮߈ߦߟߡℂ⸃ߒޔㆡಾߦขࠅᛒ߁ޕ
  ⥄ὼߩ‛⽎ߦߟߡߩೋᱠ⊛ߥℂ⸃ࠍ࿑ࠆߣߣ߽ߦ⥄ޔὼߣ↢ᵴߣߩ㑐ଥࠍℂ⸃ߔࠆޕ
 Ბ㓏
  ੱߩߩਥߥߟߊࠅ߿߈ߦߟߡߩℂ⸃ࠍᷓࠆߣߣ߽ߦߩੱޔᚑ㐳߿ⅣႺߣߩ߆߆ࠊࠅߦ
ߟߡ㑐ᔃࠍ߽ߟޕ
  ↢‛ߣߘࠇࠍขࠅᏎߊ⥄ὼⅣႺߦߟߡߩℂ⸃ࠍᷓ↢ޔࠍዅ㊀ߔࠆᘒᐲࠍ⢒ߡࠆޕ
  ᭽ߩ⾰‛ߥޘᕈ⾰߿ᯏ᪾ౕེߩ⒳㘃ޔ᭴ㅧ߮߈ߦߟߡℂ⸃ߒޔㆡಾߦขࠅᛒ߁ޕ
  ⥄ὼߩ‛⽎ߦߟߡߩℂ⸃ࠍ࿑ࠆߣߣ߽ߦ⥄ޔὼߣ↢ᵴߣߩ㑐ଥߦߟߡℂ⸃ࠍᷓࠆޕ

㖸
ᭉ

⋡ᮡ
߮㐓⾨ߩ⢻ജࠍિ߫ߒޔ㖸ᭉᵴേ߳ߩᗧ᰼ࠍ㜞ࠆߣߣ߽ߦ↢ޔᵴࠍࠆߊᭉߒ߽ߩ
ߦߔࠆᘒᐲߣ⠌ᘠࠍ⢒ߡࠆޕ
ౝኈ
 Ბ㓏
  ࠈࠈߥ㖸ᭉࠍᭉߒߊ㐓⾨ߔࠆޕ
  㖸ᭉࠍ⡬ߡᦛߩ․ᓽߥߤࠍᗵߓขࠅޔഃㅧ⊛ߦりߩേ߈ߢߒߚࠅߔࠆޕ
  ᛂᭉེ߿ᣓᓞᭉེߦⷫߒߺߩߘޔṶᄼߩᣇߦᘠࠇޔ᳇ᜬߜࠍㄟߡวᄼ߿⁛ᄼࠍߔࠆޕ
  ⹖ߩౝኈࠍᗵߓขߞߡ⁛ޔ໒ޔᢧ໒◲ޔනߥว໒ߥߤࠍߔࠆޕ㩷
 Ბ㓏
  ࠈࠈߥ⒳㘃ߩ㖸ᭉߦⷫߒߺޔᭉߒߊ㐓⾨ߔࠆޕ
  㖸ᭉࠍ⡬ߡᗵߓߚࠗࡔࠫࠍഃㅧ⊛ߦりߔࠆޕ
  ᛂᭉེޔᣓᓞᭉེߩṶᄼߩᣇߦᘠࠇޔᭉེߩ․⦡߿㖸⦡ࠍ↢߆ߒߥ߇ࠄวᄼ߿⁛ᄼࠍߔࠆޕ
  ⁛໒ޔᢧ໒ޔੑㇱว໒ߦࠆࠃߦߤߥ࠲࠶ࡍࠝޔᘠࠇޔᭉߒߺߥ߇ࠄ߁ޕ

⟤
ⴚ

 ⋡ᮡ
ㅧᒻᵴേߦࠃߞߡޔ߮㐓⾨ߩ⢻ജࠍ㜞ߥ߆⼾ޔᖱᠲࠍ㙃߁ޕ
ౝኈ
 Ბ㓏
  ⚻㛎߿ᗐࠍ߽ߣߦഃㅧ⊛ߦ߆ߚࠅޔࠅߚߞߊߟޔ㘼ߞߚࠅߔࠆޕ
  ࠈࠈߥ᧚ᢱߩᕈ⾰߿↪ౕߥߤߩᛒᣇࠍℂ⸃ߒޔᎿᄦߒߡ߁ޕ
  ⥄ὼ߿ఝࠇߚㅧᒻຠࠍ㐓⾨ߒࠍࠄࠇߘޔᄢಾߦߔࠆޕ
 Ბ㓏
  ⚻㛎߿ᗐࠍ߽ߣߦޔ᭽ߥޘᛛᴺߥߤࠍ↪ߡޔഃㅧ⊛ߦ߆ߚࠅޔࠅߚߞߊߟޔ㘼ߞߚࠅߔ
ࠆޕ
  ࠈࠈߥ᧚ᢱߩᕈ⾰߿↪ౕߥߤߩᛒᣇࠍℂ⸃ߒޔㆡಾߦ߁ޕ
  ⥄ὼ߿ఝࠇߚㅧᒻຠࠍ㐓⾨ߒࠍߐߒ⟤ޔࠊ߁ߣߣ߽ߦޔၞߩવ⛔Ꮏ⧓ຠߦ㑐ᔃࠍ߽ߟޕ


ஜ

⢒

 ⋡ᮡ
ㆡಾߥㆇേߩ⚻㛎߿ஜᐽోߦߟߡߩℂ⸃ࠍㅢߒߡޔᔃりߩ⺞⊛⊒㆐ࠍ࿑ࠅޔࠆߊ⼾
߆ߥ↢ᵴࠍ༡ᘒᐲߣ⠌ᘠࠍ⢒ߡࠆޕ
ౝኈ
 Ბ㓏
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  ߟߊࠅㆇേߩߤߥࠬࡦ࠳ޔ࠷ࡐࠬߥࠈࠈޔㆇേࠍߔࠆޕ
  ߈߹ࠅ߿ࠈࠈߥࠬࡐ࠷ߩ࡞࡞ߥߤࠍࠅޔߦදജߒޔోߦㆇേࠍߔࠆޕ
  ᔃりߩ⊒⢒⊒㆐ߦ㑐ᔃࠍ߽ߜ↢ޔᵴߦᔅⷐߥஜᐽోߦ㑐ߔࠆᨩࠍℂ⸃ߔࠆޕ
 Ბ㓏
  ߟߊࠅㆇേߩߤߥࠬࡦ࠳ޔ࠷ࡐࠬߥࠈࠈޔㆇേࠍㅢߒߡޔജ߿ᛛ⢻ߩะࠍ࿑ࠆޕ
  ߈߹ࠅ߿ࠈࠈߥࠬࡐ࠷ߩ࡞࡞ߥߤࠍࠅޔߦදജߒޔㅴࠎߢోߦㆇേࠍߔࠆޕ
  ᔃりߩ⊒⢒⊒㆐߿↢ᵴߦᔅⷐߥஜᐽోߦ㑐ߔࠆᨩࠍℂ⸃ߒޔታ㓙ߩ↢ᵴߦ↢߆ߔޕ

⡯
ᬺ

 ⋡ᮡ
ൕഭߩᗧ⟵ߦߟߡℂ⸃ߔࠆߣߣ߽ߦޔ⡯ᬺ↢ᵴߦᔅⷐߥ⢻ജࠍ㜞ޔታ〣⊛ߥᘒᐲࠍ⢒ߡࠆޕ
ౝኈ
 Ბ㓏
  ߊߎߣߩᗧ⟵ࠍℂ⸃ߒޔߊ༑߮ࠍࠊޔᬺ߿ታ⠌ߦෳടߔࠆޕ
  ౕ߿ᯏ᪾ߩᠲߦᘠࠇࠆߣߣ߽ߦ᧚ޔᢱ߿ຠߩᛒᣇࠍりߦઃߌޔోߦᬺ߿ታ⠌ࠍߔ
ࠆޕ
  ⥄ಽߩಽᜂߦ⽿છࠍ߽ߜߩઁޔ⠪ߣදജߒߡᬺ߿ታ⠌ࠍߔࠆޕ
  ㆡಾߥㅴ〝ㆬᛯߩߚߦߥࠈࠈޔ⡯ᬺ߿⡯ᬺ↢ᵴߦߟߡ⍮ࠆޕ
  ↥ᬺ႐╬ߦ߅ߌࠆታ⠌ࠍㅢߒߡޔታ㓙⊛ߥ⡯ᬺ↢ᵴࠍ⚻㛎ߔࠆޕ
  ⡯ᬺ↢ᵴߦᔅⷐߥஜᐽ▤ℂ߿ᥜ↪ߩᣇᴺࠍ⍮ࠅ↢ޔᵴߦ↢߆ߔޕ
  ⡯႐ߢࠊࠇࠆᯏ᪾߿ᖱႎᯏེ╬ߩ◲නߥᠲࠍߔࠆޕ
 Ბ㓏
  ߊߎߣߩᗧ⟵ߦߟߡℂ⸃ࠍᷓޔ⡯ᬺ↢ᵴߦᔅⷐߥᘒᐲࠍ⥄ⷡߒޔⓍᭂ⊛ߦᬺ߿ታ⠌ࠍ
ߔࠆޕ
  ࠈࠈߥౕ߿ᯏ᪾ߩ⚵ߺޔᠲߥߤࠍℂ⸃ߒ᧚ޔᢱ߿ຠߩ▤ℂࠍㆡಾߦⴕޔోߢ
ᱜ⏕ߦല₸ࠃߊᬺ߿ታ⠌ࠍߔࠆޕ
  ᬺߩᎿ⒟ోࠍℂ⸃ߒ⥄ޔಽߩಽᜂߦ⽿છࠍ߽ߜߩઁޔ⠪ߣදജߒߡᬺ߿ታ⠌ࠍߔࠆޕ
  ⡯ᬺ↢ᵴߦᔅⷐߥታ㓙⊛ߥ⍮⼂ࠍᷓࠆޕ
  ↥ᬺ႐╬ߦ߅ߌࠆታ⠌ࠍㅢߒߡޔ⡯ᬺ↢ᵴߦᔅⷐߥᨩࠍℂ⸃ߔࠆޕ
  ⡯ᬺ↢ᵴߦᔅⷐߥஜᐽ▤ℂ߿ᥜ↪ߩᣇᴺߦߟߡߩℂ⸃ࠍᷓ↢ޔᵴߦⓍᭂ⊛ߦ↢߆ߔޕ
  ⡯႐ߢࠊࠇࠆᯏ᪾߿ᖱႎᯏེ╬ߩᠲࠍߔࠆޕ

ኅ
ᐸ

 ⋡ᮡ
ࠆߊ⼾߆ߥኅᐸ↢ᵴࠍ༡ߦᔅⷐߥ⢻ജࠍ㜞ޔታ〣⊛ߥᘒᐲࠍ⢒ߡࠆޕ
 ౝኈ
 Ბ㓏
  ኅᣖ߇ߘࠇߙࠇߩᓎഀࠍᨐߚߒߡࠆߎߣࠍℂ⸃ߒ⥄ޔಽߩᓎഀࠍᨐߚߔޕ
  ⸘↹⊛ߥᶖ⾌߿ᥜ↪ߩᣇᴺࠍ⍮ࠅ↢ޔᵴߦ↢߆ߔޕ
  ኅᐸ↢ᵴߢ↪ߔࠆౕ߿ౕེߥߤߩᱜߒᣇ߇ಽ߆ࠅޔోߦታ⠌ࠍߔࠆޕ
  ⵍޔ㘩‛ޔዬߥߤߦ㑐ߔࠆታ⠌ࠍㅢߒߡޔታ㓙⊛ߥ⍮⼂ߣᛛ⢻ࠍ⠌ᓧߔࠆޕ
  ⢒߿ኅᐸ⋴⼔ߥߤߦ㑐ᔃࠍ߽ߜߦࠄࠇߘޔදജߔࠆޕ
 Ბ㓏
  ኅᐸߩᯏ⢻߿ኅᣖߩᓎഀࠍℂ⸃ߒޔᭉߒኅᐸߠߊࠅߦⓍᭂ⊛ߦෳടߔࠆޕ
  ↢ᵴߩ⸳⸘ߩߚߦߥ⊛↹⸘ޔᶖ⾌߿ᥜ↪ߩᣇᴺߦߟߡℂ⸃ࠍᷓޔታ㓙ߩ↢ᵴߦ↢߆
ߔޕ
  ኅᐸ↢ᵴߢ↪ߔࠆౕ߿ౕེࠍല₸⊛ߦ↪ߒޔోߦታ⠌ࠍߔࠆޕ
  ⵍޔ㘩‛ޔዬߥߤߦ㑐ߔࠆታ⠌ࠍㅢߒߡޔታ㓙⊛ߥ⍮⼂ߣᛛ⢻ࠍ⠌ᓧߒ↢ޔᵴߦ↢߆ߔޕ
  ⢒߿ኅᐸ⋴⼔ߥߤߦ㑐ߔࠆၮ␆⊛ߥ⍮⼂ߣᛛ⢻ࠍ⠌ᓧߒ↢ޔᵴߦ↢߆ߔޕ

ᄖ
࿖
⺆

 ⋡ᮡ
ᄖ࿖⺆ߢࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦࠍ࿑ࠆၮ␆⊛ߥ⢻ജ߿ᘒᐲࠍ⢒ߡࠆߣߣ߽ߦޔᄖ࿖⺆߿ᄖ࿖߳ߩ
㑐ᔃࠍᷓࠆޕ
 ౝኈ
⧷⺆
 Ბ㓏
  ◲නߥ⧷⺆ࠍߞߡ߿ࠅߣࠅࠍߔࠆޕ
  ᣣᏱ↢ᵴߩਛߢ⡞߈ߔࠆ⺆߿ฏߩᗧࠍ⍮ࠆޕ
 Ბ㓏
  ೋᱠ⊛ߥ⧷⺆ࠍߞߡ◲නߥળࠍߔࠆޕ
  ◲නߥ⺆߿ฏߩᗧࠍ⍮ࠆޕ
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ᖱ
ႎ

 ⋡ᮡ
ࠦࡦࡇࡘ࠲ߥߤߩᠲߩ⠌ᓧࠍ࿑ࠅ↢ޔᵴߦᔅⷐߥᖱႎࠍㆡಾߦᵴ↪ߔࠆၮ␆⊛ߥ⢻ജ߿ᘒ
ᐲࠍ⢒ߡࠆޕ
 ౝኈ
 Ბ㓏
  ᣣᏱ↢ᵴߩਛߢᖱႎ߿ࠦࡦࡇࡘ࠲ߥߤ߇ᨐߚߒߡࠆᓎഀߦ㑐ᔃࠍ߽ߟޕ
  ࠦࡦࡇࡘ࠲ߥߤߩၮᧄᠲߦ㑐ᔃࠍ߽ߜޔታ⠌ࠍߔࠆޕ
  ฦ⒳ߩ࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕߦ㑐ᔃࠍ߽ߜޔታ⠌ࠍߔࠆޕ
  ࠦࡦࡇࡘ࠲ߥߤࠍ↪ߒߚᖱႎߩ㓸ޔಣℂ⊒ޔାߦ㑐ᔃࠍ߽ߟޕ
 Ბ㓏
  ↢ᵴߩਛߢᖱႎ߿ࠦࡦࡇࡘ࠲ߥߤ߇ᨐߚߒߡࠆᓎഀࠍ⍮ࠅߩࠄࠇߘޔᵴ↪ߦ㑐ᔃࠍ߽ߟޕ
  ࠦࡦࡇࡘ࠲ߥߤߩၮᧄᠲ߇ಽ߆ࠅޔታ⠌ࠍߔࠆޕ
  ฦ⒳ߩ࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕߩᠲߦᘠࠇ↢ޔᵴߩਛߢᵴ↪ߔࠆޕ
  ࠦࡦࡇࡘ࠲ߥߤࠍ↪ߒߚᖱႎߩ㓸ޔಣℂ⊒ޔାߩᣇᴺ߇ಽ߆ࠅޔታ㓙ߦᵴ↪ߔࠆޕ
  ᖱႎߩขᛒߦ㑐ߔࠆ߈߹ࠅ߿ࡑ࠽ߦߟߡℂ⸃ߒޔታ〣ߔࠆޕ

ኅ


 ⋡ᮡ
ኅᐸߦ㑐ߔࠆၮ␆⊛ၮᧄ⊛ߥ⍮⼂ߣᛛⴚߩ⠌ᓧࠍ࿑ࠅ↢ޔᵴߦ㑐ㅪߔࠆ⡯ᬺߩᗧ⟵ߣᓎഀߩℂ⸃ࠍᷓ
ࠆߣߣ߽ߦ↢ޔᵴߦ㑐ㅪߔࠆ⡯ᬺߦᔅⷐߥ⢻ജߣታ〣⊛ߥᘒᐲࠍ⢒ߡࠆޕ
ౝኈ
  ↢ᵴߦ㑐ㅪߔࠆ⡯ᬺߦߟߡߩ⥝㑐ᔃࠍᷓޔᗧ᰼⊛ߦታ⠌ߦෳടߔࠆޕ
  ↢ᵴߦ㑐ㅪߔࠆ⡯ᬺߦ߅ߡᔅⷐߥၮ␆⊛ၮᧄ⊛ߥ⍮⼂ߣᛛⴚࠍ⠌ᓧߔࠆޕ
  ↢ᵴߦ㑐ㅪߔࠆ⡯ᬺߢ↪ߔࠆฦ⒳ߩౕེ߿ᯏ᪾ߩߤߥ࠲ࡘࡇࡦࠦޔᠲߦᔅⷐߥ⍮⼂ߣᛛⴚࠍ⠌ᓧߒޔ
ోߦታ⠌ࠍߔࠆޕ
  ᰴߦ␜ߔࠃ߁ߥኅᐸߦ㑐ߔࠆಽ㊁ߦᔅⷐߥ⍮⼂ߣᛛⴚࠍ⠌ᓧߒޔታ㓙ߦᵴ↪ߔࠆޕ
ⵍߩ ࠢ࠾ࡦࠣ ᚻ⧓ ⺞ℂޔ⩻ޔ㘩ຠ ዬߩ▤ℂࠕ࠹ࡦࠗޔ
⢒ޔኅᐸ⋴⼔⼔ޔ

ㄘ
ᬺ

⋡ᮡ
ㄘᬺߦ㑐ߔࠆၮ␆⊛ၮᧄ⊛ߥ⍮⼂ߣᛛⴚߩ⠌ᓧࠍ࿑ࠅޔㄘᬺߩᗧ⟵ߣᓎഀߩℂ⸃ࠍᷓࠆߣߣ߽ߦޔㄘ
ᬺߦ㑐ߔࠆ⡯ᬺߦᔅⷐߥ⢻ജߣታ〣⊛ߥᘒᐲࠍ⢒ߡࠆޕ
ౝኈ
  ㄘᬺߦߟߡߩ⥝㑐ᔃࠍ㜞ޔᗧ᰼⊛ߦታ⠌ߦෳടߔࠆޕ
  ㄘᬺߦ㑐ߔࠆၮ␆⊛ၮᧄ⊛ߥ⍮⼂ߣᛛⴚࠍ⠌ᓧߔࠆޕ
  ㄘᯏౕ߿◲නߥᯏ᪾ߩߤߥ࠲ࡘࡇࡦࠦޔᠲߦᔅⷐߥ⍮⼂ߣᛛⴚࠍ⠌ᓧߒޔోߦታ⠌ࠍߔࠆޕ
  ᰴߦ␜ߔࠃ߁ߥㄘᬺߦ㑐ߔࠆಽ㊁ߦᔅⷐߥ⍮⼂ߣᛛⴚࠍ⠌ᓧߒޔታ㓙ߦᵴ↪ߔࠆޕ
‛ޔ㊁⩿߮ᨐ᮸ߩᩱၭ ⨲⧎ߩᩱၭ⧎ޔსߩ▤ℂ ኅ⇓ߩ㘺⢒ 㘩ຠടᎿ

Ꮏ
ᬺ

⋡ᮡ㩷
Ꮏᬺߦ㑐ߔࠆၮ␆⊛ၮᧄ⊛ߥ⍮⼂ߣᛛⴚߩ⠌ᓧࠍ࿑ࠅޔᎿᬺߩᗧ⟵ߣᓎഀߩℂ⸃ࠍᷓࠆߣߣ߽ߦޔᎿ
ᬺߦ㑐ߔࠆ⡯ᬺߦᔅⷐߥ⢻ജߣታ〣⊛ߥᘒᐲࠍ⢒ߡࠆޕ㩷
ౝኈ㩷
  Ꮏᬺߦߟߡߩ⥝㑐ᔃࠍ㜞ޔᗧ᰼⊛ߦታ⠌ߦෳടߔࠆޕ
  Ꮏᬺߦ㑐ߔࠆၮ␆⊛ၮᧄ⊛ߥ⍮⼂ߣᛛⴚࠍ⠌ᓧߔࠆޕ
  ฦ⒳ߩᎿౕ߿ᯏ᪾ߩߤߥ࠲ࡘࡇࡦࠦޔᠲߦᔅⷐߥ⍮⼂ߣᛛⴚࠍ⠌ᓧߒޔోߦታ⠌ࠍߔࠆޕ
  ᰴߦ␜ߔࠃ߁ߥᎿᬺߦ㑐ߔࠆಽ㊁ߦᔅⷐߥ⍮⼂ߣᛛⴚࠍ⠌ᓧߒޔታ㓙ߦᵴ↪ߔࠆޕ
ࡒ࠶ࠢຠߩㅧᧁ᧚ࠍਥ᧚ᢱߣߔࠆຠߩㅧ㊄ዻࠍਥ᧚ᢱߣߔࠆຠߩㅧ
⍹᧚ࠍਥ᧚ᢱߣߔࠆຠߩㅧ Ꮣࠍਥ᧚ᢱߣߔࠆຠߩㅧ ශ

ᵹ
ㅢ

ࠨ
䏚
ࡆ
ࠬ

⋡ᮡ㩷
ᵹㅢ߿ࠨࡆࠬߦ㑐ߔࠆၮ␆⊛ၮᧄ⊛ߥ⍮⼂ߣᛛⴚߩ⠌ᓧࠍ࿑ࠅߩࠄࠇߘޔᗧ⟵ߣᓎഀߩℂ⸃ࠍᷓࠆ
ߣߣ߽ߦޔᵹㅢ߿ࠨࡆࠬߦ㑐ߔࠆ⡯ᬺߦᔅⷐߥ⢻ജߣታ〣⊛ߥᘒᐲࠍ⢒ߡࠆޕ㩷
ౝኈ㩷
  ᵹㅢ߿ࠨࡆࠬߦߟߡߩ⥝㑐ᔃࠍ㜞ޔᗧ᰼⊛ߦታ⠌ߦෳടߔࠆޕ
  ᵹㅢ߿ࠨࡆࠬߦ㑐ߔࠆၮ␆⊛ၮᧄ⊛ߥ⍮⼂ߣᛛⴚࠍ⠌ᓧߒޔㆡಾߦធቴޔᔕኻߔࠆᘒᐲࠍりߦઃߌࠆޕ
  ࠦࡦࡇࡘ࠲ߥߤߩോᯏེޔᯏ᪾߿ౕߩᠲߦᔅⷐߥ⍮⼂ߣᛛⴚࠍ⠌ᓧߒޔోߦታ⠌ࠍߔࠆޕ
  ᰴߦ␜ߔࠃ߁ߥᵹㅢ߿ࠨࡆࠬߦ㑐ߔࠆಽ㊁ߦᔅⷐߥ⍮⼂ߣᛛⴚࠍ⠌ᓧߒޔታ㓙ߦᵴ↪ߔࠆޕ
ຠ▤ℂ ⽼ᄁ ᷡ ോ

ኾ㐷ᢎ⢒ߦ㑐ߔࠆฦᢎ⑼



－118－

知的障害者の確かな就労を実現するための指導内容・方法に関する研究
研究報告書

執筆者一覧

研究の目的・内容・実施状況
木村

宣孝（教育支援研究部・総括研究員）

第１章

知的障害教育における職業教育，進路指導とキャリア教育

１

木村

宣孝

２

内田

俊行（企画部・研究員）

３

太田

容次（教育研修情報部・主任研究員）

４

小林

和子（平成19年度研究研修員）

５～７
第２章

木村

宣孝

今日の障害者雇用施策と今後の課題

萩元

良二（企画部・統括研究員）

第３章 「キャリア発達段階表・内容表（試案）
」の作成
１

木村

宣孝

２ （１）
，
（２）
，
（４）木村
３ （３）菊地

康弘（平成19年度研究研修員）

３ （１）～（４）木村
（５）菊地
４～５
第４章

木村

宣孝

宣孝

康弘，小林

和子

宣孝

研究協力校における実践報告

１

岩橋

真紀（北海道伊達高等養護学校教諭）

２

折戸

秀和（岩手県立盛岡高等養護学校教諭）

３

松見

和樹（千葉県立特別支援学校流山高等学園教諭）

４

市村たづ子（東京都立南大沢学園養護学校教諭）

５

芝山

６

松田

泰介（京都市立白河総合支援学校副教頭）
健（沖縄県立名護養護学校教諭）

資料
菊地

康弘
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㑐ߔࠆ✚ว⊛⺞ᩏ⎇ⓥදജ⠪ળ⼏ႎ๔ᦠ
38) ኾ㐷㜞ᩞ╬ߦ߅ߌࠆޟᣣᧄ ࠺ࡘࠕ࡞ࠪࠬ࠹ࡓߦޠ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⎇ⓥදജ⠪ળ⼏㧔㧕 ኾ
㐷ᩞ㜞╬ߦ߅ߌࠆޟᣣᧄ ࠺ࡘࠕ࡞ࠪࠬ࠹ࡓߩޠផㅴߦะߌߡ㧙ታോߣᢎ⢒߇ㅪ⚿ߒߚᣂ
ߒੱ᧚⢒ᚑࠪࠬ࠹ࡓផㅴߩߚߩ╷ឭ⸒㧙
39) ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧔㧕 ዊቇᩞਛቇᩞ㜞╬ቇᩞࠠࡖࠕᢎ⢒ផㅴߩᚻᒁ
40) 㜞╬ቇᩞߦ߅ߌࠆࠠࡖࠕᢎ⢒ߩផㅴߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⎇ⓥදജ⠪ળ⼏㧔㧕 㜞╬ቇᩞߦ
߅ߌࠆࠠࡖࠕᢎ⢒ߩផㅴߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⎇ⓥදജ⠪ળ⼏ႎ๔ᦠ
41) ࿖┙ᢎ⢒╷⎇ⓥᚲ↢ᓤᜰዉ⎇ⓥࡦ࠲㧔㧕 ⡯႐㛎ࠗࡦ࠲ࡦࠪ࠶ࡊߦ㑐ߔ
ࠆ⺞ᩏ⎇ⓥ
42) ᢥㇱ⋭㧔㧕 ਛቇᩞ㜞╬ቇᩞㅴ〝ᜰዉߩᚻᒁ╙  㓸㛎⊛ត⚝⊛ߥቇ⠌ࠍ㊀ⷞߒ
ߚㅴ〝ᜰዉ
43) ੩ㇺᏒᢎ⢒ᆔຬળ㧔2006㧕 ၞ␠ળߣߩ㑐ࠊࠅߩਛߢ↢߈ᣇࠍ⠨߃ࠆ߈↢ޔജࠍߪߋ
ߊ߈↢ޟᣇត᳞ᢎ⢒ࠕࡖࠠޠᢎ⢒੩ㇺᏒࠬ࠲ࡦ࠳࠼⹜ޛ᩺ޜ
44) ෘ↢ഭ⋭㧔2006㧘2007㧕 ഭ⚻ᷣ⊕ᦠ㧔ᐔᚑ 18 ᐕ

㧕
㧔ᐔᚑ 19 ᐕ

㧕

45) ෘ↢ഭ⋭㧔2006㧘2007㧕 ഭ⚻ᷣ⊕ᦠ㧔ᐔᚑ 18 ᐕ

㧕
㧔ᐔᚑ 19 ᐕ

㧕

46) ⡯ᬺቯᬺോ⛔⸘㧔1987㨪2006㧕 ෘ↢ഭ⋭⡯ᬺቯዪ
47) ᩙ↰ᐢᷰㄝ൘ᜬ⸶㧔2004㧕 ⍮⊛㓚ኂቯ⟵ޔಽ㘃߅ࠃ߮ᡰេ♽ ╙ 10
࿖♖ㆃṛදળ ᣣᧄ⍮⊛㓚ኂㅪ⋖

AAMR ☨

48) ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧔2006㧕ᢎ⢒ᡷ㕟ߩߚߩ㊀ὐⴕേ⸘↹
49) ഭ╷ክ⼏ળᗧᦠ㧔2007㧕ᓟߩ㓚ኂ㓹↪ᣉ⸳ߩలታᒝൻߦߟߡ㧙㓚ኂ⠪ߩ㓹↪
ᯏળߩᄢߦะߌߡ㧙
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