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Ⅰ 目 的

本調査は，平成11年度から平成13年度にかけて実施した

知的障害教育研究部重度知的障害教育研究室一般研究「知

的障害養護学校における個別の指導計画とその実際に関す

る研究」の一部として行われた「特殊教育センター等にお

ける『個別の指導計画の作成』の研究講座等に関する調査」

の結果に関する第２報である。第１報は，上記研究報告書

に「全国特殊教育センター等における個別の指導計画作成

の研究に関する調査」２） として報告した。

本報告においては，第１報でふれなかった特殊教育セン

ター等の教師研修講座等の企画・実施に関わる担当者の問

題認識について整理し検討した。これによって，教師研修

の今後の在り方や方向性を検討する上での基礎的な資料を

得ることを目的とした。

Ⅱ．方 法

１．対 象

各都道府県や政令指定都市にある特殊教育センター等

（以下センターと示す。）71カ所を調査対象とした。

２．質問紙及び手続き

使用した質問紙を資料１に示す。質問紙は，大きく分け

て次の４つの内容で構成した。

① 平成13年度の個別の指導計画作成に関わる研修に関

する質問項目（質問１～６）

② 平成14年度の個別の指導計画作成に関わる研修に関

する質問項目（質問７～12）

③ 個別の指導計画作成にかかわる学校等への支援に関

する質問項目（質問13）

④ 学校における個別の指導計画の作成，個別の指導計

画に関する研修の企画・実施，個別の指導計画の作成

に関しての学校への支援等の事柄に関する問題点等に

関する質問項目（質問14～17）

質問項目の詳細に関しては，肥後・竹林地の報告２） を参

照されたい。

調査に際しては，前述の質問紙を郵送で配布し，回答後

返送してもらった。調査は平成13年12月に実施した。

３．分析項目

本報告においては，学校における個別の指導計画の作成

上の課題（質問14），個別の指導計画に関する研修の企画・

実施上の課題（質問15），個別の指導計画の作成に関しての

学校を支援するにあったての課題（質問16）について分析

を行った。いずれも自由記述による回答を求める質問項目

であった。

(調査資料)

特殊教育センター等での個別の指導計画作成に関連する

研修等の問題点と今後の展望

竹林地 毅 ・ 肥 後 祥 治

（独立行政法人国立特殊教育総合研究所国立特殊教育研究所知的障害教育研究部）

要旨：本調査の目的は，国内の特殊教育センター等の教師研修担当者が，個別の指導計画作成の支援の際にどのよう問題

点を感じているかを明らかにすることであった。分析した資料は，学校における個別の指導計画の作成上の課題，個別の指

導計画に関する研修の企画・実施上の課題，個別の指導計画作成に関して学校を支援する場合の課題に対する質問の自由記

述による回答であった。川喜田の発想法３) (ＫＪ法) を手がかりに自由記述の整理を行った。個別の指導計画を授業改善等に

活用する等，個別の指導計画の機能を十分発揮できるようにするためには，個別の指導計画を作成するための技術や知識に

加え，教師間・教師と保護者間・学校と機関間の連携の問題，学校体制づくりや個人情報の保護の問題などを考えることが

必要であることが明らかになった。また先行研究との比較より，教師に求められる知識や技術は，時期や社会的な状況，思

潮の変化などに伴いその内容が変化することが示唆された。この特徴を理解することは，教師研修の企画・実施をする上で

重要なことになろう。

見出し語：個別の指導計画 教師研修 特殊教育センター 発想法（ＫＪ法）



－116－

Ⅲ．結 果

１．回収率

質問紙の回収率は，90.1％（64件）であった。そのうち

３件は，特殊教育に関する研修業務は同一自治体内の特殊

教育センターが担当しているので回答を行わない旨が記載

されていたため，分析に用いたものは61件（85.9％）であっ

た。ただし，その記載の内容は，平成14年度の予定に関し

て記載がない場合などがあり，各質問項目で，回答数が異

なる場合もあった。

２．学校における個別の指導計画の作成上の課題 (質問14)

質問14は，次の内容であった。

「実際の学校において個別の指導計画を作成していく上

で 課題とお考えになっていることを教えてください」

この質問には51ヶ所のセンターから回答があった。個々

の質問について，複数の回答が記載されている場合があり，

それらは，同じカテゴリーに分類されるものとそうでない

ものがあった。分類が異なるものは，独立した記載として

扱い整理をおこなった。整理に際しては，川喜田の発想法
３）（ＫＪ法）の手続きを参考にして，センターの自由記述

をカードに書き出し，内容によってグルーピングする作業

を行った。次に，グループに名前を付け，分類カテゴリー

とした。各センターの自由記述を分類カテゴリーごとに整

理したものを表１に示した。表中の枠はそれぞれ一つのセ

ンターによる記載である。

質問14に対する自由記述（記述総数79）は，次の14項目

に整理できた。

①「実践と計画のとの遊離」：教育実践における個別の指

導計画の活用に関すること

②「授業との関連」：日々の授業に生かせる個別の指導計

画づくりに関すること

③「教師の資質向上」：児童生徒の実態をとらえ指導する

等の実践力に関すること

④「様式と作成手順」：個別の指導計画の様式と作成手順

に関すること

⑤「ニーズの評価と目標設定」：ニーズの把握と指導目標

の設定に関すること

⑥「計画の見直しと評価」：作成した個別の指導計画の見

直しと評価に関すること

⑦「時間の確保」：情報収集や作成のための時間，会議の

時間の確保に関すること

⑧「事務量の増大への危惧」：作成にかかる事務量が増大

する可能性への危惧に関すること

⑨「校内体制の見直し」：個別の指導計画を作成・実践す

るためのコーディネーターの養成等，校内体制づくり

に関すること

⑩「教師間の連携」：職員間の共通理解等，指導にかかわ

る教師間の連携推進に関すること

⑪「保護者との連携」：保護者と連携してニーズの把握や

指導を実践し，指導の結果等を説明する等，保護者と

の連携の推進に関すること

⑫「機関間の連携」：指導にかかわる関係諸機関との連携

の推進に関すること

⑬「個人情報の扱い方」：個別の指導計画の作成における

個人情報の保管等，扱い方に関すること

⑭「特殊学級での作成」：小・中学校の特殊学級での個別

の指導計画の作成に関すること

これらの項目は，次の４項目にまとめることができると

考えた。

(1) 個別の指導計画の実効性を高めることに関するも

の（「実践と計画の遊離」，「授業との関連」，「教師の資

質向上」）

(2) 個別の指導計画の作成に関する知識と技術に関す

るもの（「様式と作成手順」，「ニーズの評価と目標設

定」，「計画の見直しと評価」）

(3) 作成のシステムに関するもの（「時間の確保」，「事

務量増大への危惧」，「校内体制の見直し」，「教師間の

連携」，「保護者との連携」，「機関間連携」，「個人情報

の扱い方」）

(4) 特殊学級における個別の指導計画の作成に関するも

の（「特殊学級での作成」）

３．個別の指導計画に関する研修の企画・実施上の課題（質

問15）

質問15は，次の内容であった。

「個別指導計画の作成に関する研修講座等を企画・実施す

るにあったての課題とお考えになっていることについて教

えてください」

この質問には，48のセンターから回答があった。質問15

に対する自由記述（記述総数62）の整理は，質問14に対す

る自由記述による回答の整理と同様な手続きで行い，次の

９項目に整理できた。

①「教師の多様性（所属・経験差等）への対応」：受講者

の所属する学校・学級の違いや経験年数の差への対応

に関すること

②「子どもの多様性への対応」：受講者の担当する児童生

徒の実態等の違いへの対応に関すること

③「人的資源の不足とコーディネーターの養成」：研修講

座等の講師となる人的資源，研修講座等を通じた学校

への支援を行うコーディネーターの養成に関すること

④「時間と人数」：研修時間の確保と参加者数等，時間と

竹林地・肥後：特殊教育センター等での個別の指導計画作成に関連する研修等の問題点と今後の展望
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表１ 学校における個別の指導計画の作成上の課題 (質問14) の整理

項 目 記 述 内 容

個別の指導計
画の実効性を
高めることに
関するもの

１．実践と計画との遊離 様式のあり様（作成するだけで時間がない）。
作成した指導計画の活用。

個別の指導計画の様式を定めたり，指導計画を作成したりすることへの取り組みはあるが，効果的な活用と
いう視点が薄いこと。

指導計画を作成していく上で，計画づくりが目的そのものとなってしまっている現状がある.

２．授業との関連 個別教育計画を実際の授業にどう生かすか。
授業の関連の明確化。
日々の授業に生かせる計画であること。
日々の指導への活用が不十分。

指導計画を日々の授業の中で，どう位置づけて，活かしていくのかを考慮して作成していく必要があると考
える。

プログラム中心の指導にとらわれすぎ，活動自体がプログラム化されないか。
教育課題から指導内容の選択・組織へと結びつけること。
授業に反映できているか。

３．教師の資質向上 子どもの実態や変容を捉えるための教員の資質の向上。
教員の意識。

児童生徒の実態把握や指導目標，指導内容の設定が個人の主観的要素が強く，科学的理念や教師集団共通の
理解として系統だったものになりえていないこと。

実態把握の甘さ。長期・短期目標が立てられない。目標・方法が抽象的である。具体的な指導方法がわから
ない。

障害の正しい把握とその障害の特性の理解。発達段階の正しい把握とその発達段階に応じた学習課題を多数
用意すること。

特殊教育経験３年未満の担任が多いので，子どもの実態や課題を的確に捉えることが難しく，担任自身が戸
惑っていることが多い。

アセスメントの内容・方法及び担当者の指導力。

子ども一人一人の実態把握（教師の経験上の見取りにならぬよう科学的・医学的な見方などを含めた的確な
実態把握）が課題と思われる。

個別の指導計画を作成していく上で，障害種や子どもの実態に応じた指導計画立案の際の実態把握の視点の
在り方が課題となる。

「個別指導計画作成」の必要性や考え方を理解し，実践できる人材が不足している。

個別の指導計
画の作成に関
する知識と技
術に関するも
の

４．様式と作成手順 作成の手順，様式。
校内の様式の統一と学部間の連携について。
小・中・高等部での様式の統一。
個別指導計画立案に伴う様式（特に指導記録との関連において）。

５．ニーズの評価と目標設定 重度・重複障害の児童生徒の長期目標・短期目標の設定が難しい。
児童生徒のプロフィールの作成。児童生徒のニーズや保護者のニーズの客観的評価。
児童・生徒及び保護者のニーズの把握が課題と思われる。
子ども・保護者のニーズを把握する方法とそのニーズの生かし方。
一人一人の実態を的確に捉えること。
児童・生徒の実態把握を的確にし，障害や発達段階に応じた指導計画の作成。
長期目標，短期目標の評価方法。
的確な実態把握がなされているか。実態から指導目標をいかに導き出すか。
子どもの実態の捉え方。

６．計画の見直しと評価 評価の在り方。
重度・重複児に対しては，スケールを細かくしないと成果があがりにくい。
個別の指導計画を作成し，長く継続していくためにはどうしたらよいか。
個別の指導計画の見直し，改善の充実。

作成のシステ
ムに関するも
の

７．時間の確保 児童・生徒の実態把握について，資料情報収集の期間が短いこと。作成時期の検討が必要なこと。
話し合う時間の確保。
ＩＴ機器の導入による事務処理の効率化を図ること。
ミーティングの時間の確保。
実態把握の方法と要する時間の確保。保護者との連携に要する時間の確保。
作成に要する時間。

８．事務量の増大への危惧 計画作成にかかる事務量の増大→教育活動が浅薄化しないか。
事務量が増加し膨大な時間がかかる。

９．校内体制の見直し 校内体制の見直し。
自立活動について，校内で共通理解を図ること。
作成にあたって，中核となるコーディネーターの養成。

10．教師間の連携 複数の教員が担当している場合、打ち合わせの時間の確保と指導計画が独りよがりのものとならぬよう、妥
当性のチェック体制の確立。

職員間の共通理解を図ることが揚げられる。

個別の指導計画の実際の活用の仕方として，記入内容の実効性についての協議の在り方や保護者との連携に
おける活用の在り方等が課題と考えられます。

校内全体or学部ごとによりその子の現在の障害に応じて作成するものの，その継続性について。
担任だけが作成にあたるのではなく，他の職員（関係者）も加わって作成できるシステムづくり。
職員の共通理解。
全職員の共通理解。
個別の指導計画作成について職員の共通理解が不十分。
学級・学年での話し合い。
複数の教員間の連携。
教職員間の個別指導計画作成に対する共通理解。
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人数に関すること

⑤「研修方法・内容の工夫，運営の工夫」：講義や指導事

例の持ち寄り等の演習等研修方法・内容の工夫，班編

成や指導助言の方法等運営の工夫等に関すること

⑥「自立活動に関する具体的内容」：自立活動の具体的な

内容の理解等に関すること

⑦「個別の指導計画作成の意義」：個別の指導計画作成の

意義や活用方法等に関すること

⑧「学校体制づくり」：個別の指導計画の作成システムづ

くり等各受講者の勤務校での研修成果の普及に関する

こと

⑨「個人情報の保護」：個別の指導計画の作成での個人情

報の扱い方に関すること

これらの項目は，次の３項目にまとめるころとができる

と考えた。

(1) 研修講座等を企画・実施するときに考慮し，対応す

べき実態に関するもの（「教師の多様性（所属・経験差

等）への対応」，「子どもの多様性への対応」）

(2) 研修講座等充実のための方法に関するもの（「人的

資源の不足とコーディネーターの養成」，「時間と人

数」，「研修方法・内容の工夫，運営の工夫」）

(3) 研修講座等の内容に関するもの（「自立活動の具体

的内容」，「個別の指導計画作成の意義」，「学校体制づ

くり」，「個人情報の保護」）

各項目の具体的な記述内容を表２に示す。

４．個別の指導計画作成に関して学校を支援する場合の課

題（質問16）

質問16は，次の内容であった。

「個別の指導計画に関して学校等への支援をするにあっ

ての課題とお考えになっていることを教えてください」

この質問には，44カ所のセンターから回答があった。質

問16に対する自由記述（記述総数47）の整理も，質問14に

対する自由記述による回答の整理と同様な手続きで行い，

次の８項目に整理できた。

①「センターの課題」：センターの他の業務との関係，学

校での作成プロセスへのセンター職員の関与の度合

い，センター職員の専門性等に関すること

③「各学校での蓄積の重視とその活用」：センター職員が

学校を支援するため，各学校の実践やこれまでの実践

の蓄積を理解し活用すること等に関すること

④「学校の課題」：学校内における個別の指導計画の意義

ついて認識の違い，作成して文章化することへの認識

の違い等に関すること

⑤「個別の指導計画の活用」：個別の指導計画を活用した

授業づくりに関すること

⑥「学校間の情報交換」：支援として，各学校間で個別の

指導計画の作成に関する取組みの情報を共有するシス

テムづくり等に関すること

⑦「養護学校に対する情報提供」：個別の指導計画の作成

に関する資料や事例等の情報提供に関すること

⑧「特殊学級に対する情報提供」：小・中学校の特殊学級

での活用を促すための情報提供に関すること

⑧「研修講座での対応」：受講者に教育課程と個別の指導

計画の作成について理解を促すこと等，研修講座を通

竹林地・肥後：特殊教育センター等での個別の指導計画作成に関連する研修等の問題点と今後の展望

11．保護者との連携 保護者の理解を得る上での活用。

個のニーズを多面的に把握することが必要であるが、膨大な質問紙を保護者に渡して回収するなど周囲への
説明不足などが逆にトラブルになる場合もある。

保護者と教師間での指導方針の食い違い。
担任と保護者とのインフォームドコンセントの手法の定着を図ること。
現段階での保護者のかかわりの程度。

個別の指導計画の実際の活用の仕方として，記入内容の実効性についての協議の在り方や保護者との連携に
おける活用の在り方等が課題と考えられます。

保護者の気持ち・考えを十分に受け止め，指導に反映していく必要性。

個別指導計画を作成するにあたって、子どものニーズをどう把握し保護者の願いにどのように対応していく
か。

アカウンタビリティの問題。
保護者の理解と協力を得ることや保護者との連携を十分とることが課題と思われる。

実態から課題を捉え，いかに目標を設定していくかということや，保護者への説明責任をどう果たすかが課
題である。

12．機関間連携 病弱養護学校の個別指導計画の作成が難しい。（入退院が病院側で決定され目標が困難）
盲・ろう・養護学校については，校内組織で対応できるか。

13．個人情報の扱い方 個人情報の扱い方。
保管の問題。

特殊学級にお
ける個別の指
導計画の作成
に関するもの

14．特殊学級での作成 特殊学級での作成と活用。
中学校障害児学級における教科担任の共通理解。
小・中学校の特殊学級で取り組んでいく際に，検討する組織や作成する教員。

特殊学級及び通級指導教室における「個別の指導計画」の理念や実際の作成と指導・評価について理解・啓
発を図ること。
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表２ 個別の指導計画に関する研修の企画・実施上の課題 (質問15) の整理

項 目 記 述 内 容

研修講座を企
画・実施する
と き に 考 慮
し，対応すべ
き実態に関す
るもの

１．教師の多様性（所属・経験
差等）への対応

経験年数の違いへの対応。
特殊教育の経験年数に応じて研修講座の内容を編成しなければならない。
各校の取り組みのすすみ具合や，内容等に差が大きい。
個別の指導計画の作成や実施では，小・中学校と養護学校での違いやニーズにどう答えるか。
特殊教育諸学校と特殊学級ではニーズが異なる部分もあり，コースを分ける必要もある。
障害児学級担任の交替周期が短く，前任者の指導計画の理解・継承の難しさ。
受講者それぞれの意識・知識や力量の差。
障害種別，障害の程度により個々のニーズが異なる。
各学校の取り組みの実態が違うこと。
知的障害養護学校及び障害児学級における取り組み。

受講者の問題意識は様々である。そのために研修講座ではどこに焦点を当てればよいかということが課題と
なる。研修講座では具体的な指導計画の立て方に加えて，子どもをどう見立てていくのかという子ども理解
の方法も研修することが大切であると考える。

受講者のニーズの把握。
対象が初任者であり，基礎・基本的な研修が主となる。

同じ障害種でも，生活中心主義の学校と教科中心の学校があるが，どちらの学校にも有意義な研修内容をど
のように計画するか。

各学校の実態，取り組み状況さらには受講者のニーズの違いに対応できる講座の企画。
各学校の様式・形式・項目が異なる。基本項目の設定。

実際の授業と関連させた個別の指導計画の研修を行うには，障害種を分けて実施する必要がある。そのため
には予算面での課題がある。

研修講座を企画・実施するにあたり，対象者にニーズの面からどうしても基本的な内容を企画する傾向にな
る。

「子どもを大切に」の温度差。

２．子どもの多様性への対応 障害による違いへの対応。

一人一人の子どもに返っての講座を心がけているが，子どもの実態が多様で先生方のニーズのすべてに十分
には応えられない。

障害種による個別の指導計画に対するイメージの違いへの対処。
本来，個別の実態に即して作成するものなので受講者同士の課題の共有化を図りにくいこと。

講師の事例と，受講者が担当している児童生徒の障害の程度の違いから，受講者一人一人のニーズにあった
指導計画を短期間に作成することが，少し難しい。

研修講座充実
のための方法
に関するもの

３．人的資源の不足とコーディ
ネーターの養成

核となる人材の育成。
具体的に指導できる講師が少ないこと。
作成についての各学校でリーダーとなる人材育成のための講座の企画。
作成・活用を近隣の学校へ支援できるコーディネーターを養成する研修にしたい。
実践研究報告の少なさ（適切な講師が不足）。
研修講座を企画・実施する側の知識と経験の不足。

４．時間と人数 作成にあたっての説明等の時間が充分にとれない。
研修時間の確保と研修時期。研修参加人数の問題。
講座の中での個別の指導計画の作成に関するコマの位置づけ。
研修時間の確保。

対象者が1400人を超えている。教育センター全体の研修から現在以上の回数を実施することが困難。（現在
は夏期休業中に３日間実施）従って，各種の教育研究会と連携しながら周知・徹底を図っていきたい。

５．研修方法・内容の工夫，運
営の工夫

座学にならないように演習を取り入れ研修講座を運営する。

講義中心になりがちで，演習を通した講座を企画するのは難しいものがある。県内においては，それぞれの
学校で個別の指導計画を作成し実践しているが，今後は作成に関する研修講座ではなく，いかに充実し定着
されていくか研修内容の充実を図る必要がある。

学校現場の実態に即したモデルや事例の収集・提供。
講師の講義内容と受講者の持ち寄る指導事例のバランス。
一つの型にはめ込むような研修にしない。多様さ，柔軟さが大切。

各学校によって取り組み方や課題となっているところが違うので「作成」にあっても複線化したメニューが
必要となっている。

演習のスタイルと時間。

各校の情報交換を中心に，教員の実態把握の視点や指導方法の専門性を高め，個別の指導計画作成の力量を
養成していくこと。

特殊教育新任担当教員研修では，基本的なポイントを中心の内容。知的障害児・肢体不自由児教育研修講座
では，より専門的具体的な例を示し，研修を深めることを考えている。

本県の地域性から，全県的に取り扱うより地域別（教育事務所別・管内別）に研修講座を実施する方向性が
よいのではなかろうか。

教育課程との関連や指導の評価に関する研修を深めるための情報・資料の収集が必要である。
具体的な指導方法を理解させる内容の充実。個別の指導計画のどの部分を研修するか，焦点化が必要。

担任が「これならわたしもやれる」と自信を持って取り組めるための情報の精選。（あれもこれもとよいも
のを示すとかえってため息をつかれてしまいます）

班（６～８人）を単位に各自の事例を出し合える研修にしたい。

養護学校独自の研修会としては実施していない。研究開発学校の研究の一分野として個別の指導計画の研究
を行っており，そこへの指導助言として入っている。

研修講座の内
容に関するも
の

６．自立活動に関する具体的内
容

自立活動のねらい・内容等の理解をさらに図ること。

７．個別の指導計画作成の意義 なぜ「個別の指導計画の作成」なのかについておさえることが大切。
個別の指導計画の効果的な活用の在り方。
作成への具体的な手続き。
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じた間接的な学校への支援に関すること

これらの項目は，次の３項目に分類できると考えた。

(1) 支援を実施するセンターに関するもの（「センター

の課題」，「研修講座での対応」，「各学校での蓄積の重

視とその活用」）

(2) 支援を受ける学校に関するもの（「学校の課題」，「個

別の指導計画の活用」，「各学校での蓄積の重視とその

活用」）

(3) 支援としての情報交換に関するもの（「学校間の情

報交換」，「養護学校に対する情報提供」，「特殊学級に

対する情報提供」）

各項目の具体的な記述内容を表３に示す。

Ⅳ．考 察

１．学校における個別の指導計画の作成上の課題の認識

表１に示す項目の関連をとらえると，センターの研修講

座等を企画・実施する教師研修担当者は，個別の指導計画

作成上の課題として次のような課題の認識をもっていると

考えられる。

(1) 個別の指導計画の作成には，「様式と作成手順」，

「ニーズの評価と目標設定」，「計画の見直しと評価」の

知識と技術が必要と考えられている。

これらのうち，「様式と作成手順」より「計画の見直

しと評価」や「ニーズの評価と目標設定」の記述数が

多く，作成だけでなく評価が課題として認識されてい

ることがうかがえる。

(2) 実際の日々の授業をより充実するために個別の指

導計画が実効性あるものとして作成されるべきであ

り，「実践と計画の遊離」が心配され，「授業との関連」

を保つことが重要であると考えられている。また，実

効性を高めるためには「教師の資質向上」が重要であ

ると認識されており，「教師の資質向上」の記述数が一

番多いことからも，研修の必要性の認識の高さがうか

がえる。

(3) 個別の指導計画を活用するにあたって，「校内体制

の見直し」と，「教師間の連携」，「保護者との連携」，

「機関間連携」といった協力関係づくりの課題への関心

が払われている。また，これらの連携を深めていくと

き，「個人情報の扱い方」が深く関わることが予想され

る。「個人情報の扱い方」に関する認識を深めることが

必須となってきている。

(4) 研修講座等の受講者には，特殊学級担任者が含まれ

ることから「特殊学級での作成」への対応も課題とし

て挙げられている。この項目に対する記述数は少ない

が，次の問の研修の企画・実施上の課題の「教師の多

様性（所属・経験差等）への対応」及び，学校への支

援の課題の「特殊学級への情報提供」には記述がある。

設置学級数の多さ，学年が異なる等異なる実態の児童

生徒への対応が求められること，学校内での特殊学級

担任の置かれている立場等を考慮すると，多くのセン

ターで課題として認識されていると考えられる。今後

の調査により，この項目の認識の深まりに注目してい

く必要があると考えられる。

(5) 個別の指導計画の作成及びその実施に取り組むた

めの課題があげられる一方で，「時間の確保」，「事務量

の増大への危惧」といった実施にあたって工夫すべき

事項も挙げられている。

以上のことをまとめると，センターの研修企画・実施担

当者は，学校における個別の指導計画がその機能をよりよ

く発揮し，実効性あるものとするため，「教師の資質向上」

のための研修が重要だと認識している。研修を企画・実施

するとき，「教師間の連携」，「保護者との連携」，作成のた

めの「時間の確保」等の工夫，「計画の見直しと評価」が課

題として認識していると考えられる。

また，センターの研修企画・実施担当者の特殊学級での

個別の指導計画の作成に関する課題の認識が深まる必要が

あると考えられる。

２．個別の指導計画に関する研修の企画・実施上の課題の

認識

表２に示す項目の関連をとらえると，センターの研修講

竹林地・肥後：特殊教育センター等での個別の指導計画作成に関連する研修等の問題点と今後の展望

個別の指導計画を単に個別指導のためではなく，小集団を含めた，指導形態の中で，より個に応じた教育を
目指すためにはどうしたらよいか。

概論は理解できても，具体的な作成段階で個々のアセスメントの取り方や教育的ニーズの選定など保護者と
の対応も含めて，個別的な課題に対応する必要がある。

従来の週案あるいは指導記録及び評価（通知表）との関連において，個別指導計画をどう取り入れ，短期目
標を設定していく時期など具体的実践について。

個と集団の教育計画，教育課程との関係の明確化。保護者の希望を具体的実践に反映するシステムづくり。
担任ー教科担任間の情報伝達システムづくり。情報の引継（文書化）。

特殊学級及び通級指導教室における「個別の指導計画」の理念や実際の作成と指導・評価について理解・啓
発を図ること。

８．学校体制づくり 受講後の学校へのひろがり。
個別の観点を学校全体（学部）の意思決定とするプロセスへの支援。

９．個人情報の保護 個人情報を扱うので，その保護の問題。
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座等を企画・実施する教師研修担当者は，個別の指導計画

に関する研修の企画・実施上の課題として，次のような課

題の認識をもっていると考えられる。

(1) 研修講座等を企画・実施する側にとって考慮し，対

応すべき課題のなかで大きなものは，研修を受ける「教

師の多様性（所属・経験差等）への対応」と個別の指

導計画の対象となる「子どもの多様性への対応」であ

る。

(2) 研修講座等を実施するときの課題として，講師とな

る「人的資源の不足とコーディネーターの養成」と研

修を深めるための「時間と人数」が課題として挙げら

れている。

表３ 個別の指導計画の作成に関して学校を支援するにあたっての課題 (質問16) の整理

項 目 記 述 内 容

支援を実施す
るセンターに
関するもの

１．センターの課題 他の業務との関係。

学校に対してセンターがどこまで関与していくのかが課題となる。各学校においての校内研修への協力につ
いては実施可能なものである。

学校では具体的には個別のケースであるので、どこまでその指導計画の作成に関与するか。
来所相談における教職員への指導・助言の工夫及び内容の充実。

受身的な相談機関から積極的な支援機関になるための意識改革，質の高い支援を提供できる専門職員の配
置。

障害児教育の経験が少ない教師も，ほぼ適切な学習内容が設定できるよう，学習内容・目標が比較的容易に
導き出せる方法を案出すること。

２．研修講座での対応 教育課程と個別の指導計画の考え方について理解を促すように研修講座で対応していく。
講座での取り上げ方。直接学校に対して支援することはあまりないのではないか。

３．各校での蓄積の重視とその
活用

それぞれの学校で，これまでにやってきた財産が必ずあるので，それを生かしていく方向で支援していくべ
き。

各学校でのこれまでの取り組みを生かした形で支援を考えようとしたとき，直接児童生徒の様子や，各校の
取り組みを拝見する機会を持ってこなかったため，今後各校の様子を把握していく必要がある。

支援を受ける
学校に関する
もの

４．学校の課題 実態把握（子どもの実態・家庭の実態等）充分行えず指導することと 評価の在り方。
小・中学校における校内研修のテーマになりにくいこと。
学校間の温度差（積極的，消極的）。学部毎の異なる様式。教職員の共通理解。
個別の指導計画に関わる校内のシステムの調整について。
管理職の意識の低さ。職員の研修不足。
個別の指導計画に関する教職員の理解。障害児教育に関する専門性の向上。
学校間の格差の是正。
校内における個別の指導計画のデータベース化。
まず学校や担任に課題意識を持ってもらうこと。

普段やっていることの文書化の必要性。領域・教科を合わせて指導することが多いことによる指導計画及び
評価の埋没。

校内における教員の個別の指導計画の意義理解に差があり，学年・学部の連携を図っていくことに課題が出
てくる。

学校の体制づくりの問題。教師間の連携の問題。
中核的教員としての力量の向上。

５．個別の指導計画の活用 活用のあり様。
個別指導計画に基づく授業の在り方に関する研究の必要性。
個別の指導計画の活用。授業とのリンク。他の諸表等との整理・統合。
指導計画の作成は概ね良好。むしろ指導計画の評価，見返しの点で支援が必要である。

作成だけでなく活用や評価の在り方、具体的な事例を合わせて示していかないと現場の先生方のニーズにあ
わない。また、個別指導のためにあるという偏った考え方にならないように配慮する必要がある。

個別具体的な支援の在り方について。

複数の生徒を同一時間内に指導する際の工夫について。中・高など担任以外が指導する学習について個別の
指導計画の責任の所在について。

支援としての
情報交換に関
するもの

６．学校間の情報交換 県下の各校の情報を交流させる場の提供。小・中学校と特殊教育諸学校との交流や情報提供など。

県下各養護学校で，ＩＥＰについて自主研修が進められている。これらのことについて，各校の情報交換ま
た，他の養護学校との内容の交換等の連絡調整の仲立ちができるシステム構築を考えている。

小・中・聾・養護学校の各研究会との連携。

７．養護学校に対する情報提供 知的障害養護学校における自立活動に関する個別の指導計画の作成。

実際の授業に役立つ，個別の指導計画の作成につながる具体的事項（実態把握の仕方・作成の手順・指導計
画の様式等）についての支援。

校内での共通理解や評価に関する実践事例の資料・情報提供が必要である。
各校で立案中であるが，形式にこだわらず，実践に役立つものになっているか。
個別の指導計画について，広く理解してもらうための手だてはどうすればよいか。
計画を生かした授業実践の創造への支援。各学校に対応した活用や評価法に関する具体的な支援。
作成した個別教育計画に関して，スーパーバイズできるシステムが必要ではないかと考えている。

個別教育計画の必要性・有効性をどう伝えるか。計画作成段階・児童生徒の事例についての話し合いは絶対
に必要（教員のニーズも高い）。

学校への直接的な指導は指導部で行っている。しかし，昨年当センターでは，個別の指導計画の作成に関す
る研究を行い，個別の指導計画の様式のモデルを呈示するなどの連携を図っている。

県内や国内の先進的な実践校の事例の収集・提供。
事例の提示等により効果や必要性を知らせ，ニーズを高めること，より有効なものとすること。

８．特殊学級に対する情報提供 特殊学級での作成，活用に結びつく情報提供支援の在り方。モデルとなる実践の提供。
個々の事例を通した支援は効果的だと思われる。とりわけ特殊学級の担任への支援のニーズは高い。
中学校の特殊学級担任においては，教科担任制のこともあり，指導計画の作成が難しいこともある。



－122－

また，研修における「研修方法・内容の工夫，運営

の工夫」に対する関心が払われている。このことは，

個別の指導計画の作成上の課題のところで挙げられた

「実践と作成した計画との遊離」や「授業との関連」と

いった課題，連携に関する課題を解決していく上でも

非常に重要なことだと考えられる。

(3) 研修講座等の内容については，「個別の指導計画作

成の意義」「自立活動に関する具体的内容」や「学校体

制づくり」，「個人情報の保護」といった内容が重要だ

と認識されているようだ。

「個別の指導計画作成に意義」「自立活動に関する具

体的内容」は，個別の指導計画の作成上の課題のとこ

ろで挙げられた「様式と作成手順」，「ニーズの評価と

目標設定」，「計画の見直しと評価」に関する知識・技

術に対応している。

(4) 「学校体制づくり」，「個人情報の保護」といった課

題も実際の学校における個別の指導計画作成の重要な

課題としてとらえられており，個別の指導計画の作成

上の課題のところで挙げられた「校内体制の見直し」，

「個人情報の扱い方」といった課題に対応していると考

えられる。このことは，個別の指導 計画の作成上の

課題のところで挙げられた「実践と作成した計画との

遊離」や「授業との関連」といた課題，連携に関する

課題を解決していく上でも非常に重要なことだと考え

られる。

以上のことをまとめると，センターの研修企画・実施担

当者は，個別の指導計画に関する研修の企画・実施上の課

題として，受講する「教師の多様性（所属・経験差等）へ

の対応」，受講者が指導している「子どもの多様性への対

応」を考慮すべきと考えており，「個別の指導計画作成の意

義」が具体的に実現されるよう「研修方法・内容の工夫，

運営の工夫」を課題として認識していると考えられる。

３．個別の指導計画の作成に関して学校を支援する場合の

課題の認識

表３に示す項目の関連をとらえると，センターの研修講

座等を企画・実施する教師研修担当者は，個別の指導計画

に関して学校を支援するにあたっての課題として，次のよ

うな課題の認識をもっていると考えられる。

(1) 「センターの課題」としては，他の業務のとの関係

や職員の専門性，研修内容の開発，職員の意識改革と

いった内容が挙げられていた。また，逆に，センター

としてこれまでのように「研修講座での対応」を中心

に行っていくことの必要性を示す意見も挙げられてい

た。実際，新しく学校への支援を行う上での課題とし

て「学校の課題」に関するものが多く挙げられており，

個別の指導計画の作成を進める上での多くの課題が学

校にあることが指摘されている。

(2) 「各校での蓄積の重視とその活用」に気づくことは

支援を考える上での大きな考え方の転換であり，同時

に「学校間の情報交換」を促す取り組みが課題となっ

ている。

(3) 学校への支援では，「養護学校に対する情報提供」，

「特殊学級に対する情報提供」があり，その内容は「個

別の指導計画の活用」が主になると考えられる。

それぞれの情報提供の内容については，今後検討が重ね

られ，よりよいものが集約されていくことで，センターの

学校への支援がより機能的，効果的なものになっていくこ

とが期待される。

また，これまでのセンターにおける個別の指導計画の作

成に関する学校への主な支援の形態は，研修講座等の実施

であったと考えられる。本研究の前報に当たる肥後・竹林

地の報告２） では，校内研修への協力，事例への具体的な関

与，公的な研究組織への支援，自主的な研究グループ等へ

の支援，といった形態も実施されていることが明らかに

なった。特殊教育に関する有力な社会的資源の一つである

センターが，今後，新しい役割や機能を発揮していくこと

が期待されると考える。

４．今後の課題

個別の指導計画を授業改善等に活用する等，個別の指導

計画の機能を十分発揮できるようにするためには，個別の

指導計画を作成するための技術や知識に加え，教師間・教

師と保護者間・学校と機関間の連携の課題，学校体制づく

りや個人情報の保護の課題などを考えることが必要である

ことが明らかになった。

肥後・小塩の報告１） は，知的障害児の指導に関与する教

師に望まれる専門知識と技術の構造に関する研究におい

て，次に示す５つの大きな知識・技術のまとまりがあると

述べている。「基礎理論とアセスメント」，「個別の指導計画

作成上の必要事項」，「個別の指導計画の実行における諸問

題」，「特殊教育の成功の鍵としてのパートナーシップ」，「障

害児教育の有効性を支えていく思潮の変化」，「個別の指導

計画作成の意味」がそれである。今回の分析により明らか

になった課題の多くは，肥後・小塩の報告１) の整理したも

のの中に含まれていたが，「個人情報の保護」，「機関間連

携」，「学校体制づくり」などは，含まれていない内容であっ

た。その理由の一つとして，研究時期の違いがあげられよ

う。このことは，教師に求められる知識の内容が，その時

期あるいは状況，その時期の思潮の変化の中で変わること

を意味するものである。個別の指導計画が取り組まれる学

校や教師の教育活動は社会的な状況との関連なくして成立

竹林地・肥後：特殊教育センター等での個別の指導計画作成に関連する研修等の問題点と今後の展望
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し得ないのであろう。

全国のセンターにおいて研修講座等を企画・実施してい

る担当者から，個別の指導計画作成に関連する研修の課題

には，学校教育と社会状況との関係を前提とした知識や技

術に関する課題があることを指摘されたと受け止めたい。

個別の指導計画の研修講座等の企画・実施に関与する者に

は，社会思潮，価値観の変化の影響を受けながら研修講座

等の企画・立案を進めているという認識が求められるだろ

う。
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The purpose of this study was to clarify the problems facing

educational planners in providing in―service training in the

preparation of kobetsuno-shido-keikaku (individual teaching

plans). Responses to three open-ended questions were analyzed

using the KJ method developed by Kawakita (1967). The three

questions were as follows : (1) What problems do teachers have

in making individual teaching plans in schools? (2) What

problems do in-service training planners have in developing

programs for the writing of individual teaching plans? And, (3)

What problems do Special Education Center staff have in helping

teachers in schools develop individual teaching plans?

The findings clarified that that partnerships between teachers

and teachers, teachers and parents, among institutions, approach

to school organizations, and protection of personal information

were very important as well as knowledge and techniques for

making individual teaching plans. In addition, by comparing the

results of a previous study with the present research, it is

suggested that the knowledge and techniques which teachers

expected to have would be adapted to specific contexts and

current trends in thinking in special education. It is also suggested

that theoretical applied knowledge is very important in the

development of new in-service training programs.

Key words : kobetsuno-shido-keikaku (individual teaching

plans), in-service training, special education center, KJ method

Problems and Prospects of In-service training for Teachers

Offered by Special Education Centers in Writing kobetsuno-

shido-keikaku (individual teaching plans).

CHIKURINJI Takeshi, HIGO Shoji
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資料１

特殊教育センター等における「個別の指導計画の作成」

の研修講座等に関する調査

【調査紙フェースシート】

記入者名前（ ）

所 属（ ）

連 絡 先（電話 ）

１．貴特殊教育センター等における平成13年度の研修講座等において「個別の指導計画の作成」に

関する内容はどのように取り扱われていますか。該当するもの１つに○をつけてください。

１) 「個別の指導計画の作成」に関する内容を主とする単独の研修講座等を開設した。

２) 研修講座等の一部に「個別の指導計画の作成」の内容が含まれている。

３) 「個別の指導計画の作成」に関する研修講座等は開設していない。

２．１の質問において１)に○をつけられた特殊教育センター等に伺います。その研修講座等の名

称，対象者 (校種・人数・経験年数等)，全体の時間数を教えください。

１) 名 称 （ ）

２) 対象者の校種 （ ）

３) 対象者の人数 （ 人）

４) 対象者の経験年数等（ ）

５) 全体の時間数 （ 時間）

複数ある場合は以下にお書きください。

１) 名 称 （ ）

２) 対象者の校種 （ ）

３) 対象者の人数 （ 人）

４) 対象者の経験年数等（ ）

５) 全体の時間数 （ 時間）

３．１の質問において２)に○をつけられた特殊教育センター等にお伺いします。その研修講座等の

名称、対象者、全体の時間数と「個別の指導計画の作成」に関する内容の時間数に関して教えく

ださい。

１) 名 称 （ ）

２) 対象者の校種 （ ）

３) 対象者の人数 （ 人）

４) 対象者の経験年数等（ ）

竹林地・肥後：特殊教育センター等での個別の指導計画作成に関連する研修等の問題点と今後の展望
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５) 全体の時間数 （ 時間）

６) 「個別の指導計画の作成」に関する時間数 （ 時間）

複数ある場合は以下にお書きください。

１) 名 称 （ ）

２) 対象者の校種 （ ）

３) 対象者の人数 （ 人）

４) 対象者の経験年数等（ ）

５) 全体の時間数 （ 時間）

６) 「個別の指導計画の作成」に関する時間数 （ 時間）

４．１の質問において１)，または２)に○をつけられた特殊教育センター等に伺います。研修講座

等の内容で該当するもの全てに○をつけてください。また、それらの具体的な内容等についても

教えください。

１) 作成の手順や様式

（具体的には： ）

２) 校内で情報の共通理解

（具体的には： ）

３) 児童・生徒のニーズの評価

（具体的には： ）

４) 保護者のニーズの評価

（具体的には： ）

５) 「個別の指導計画の作成」の経緯や理念

（具体的には： ）

６) 指導の評価

（具体的には： ）

７) 個別の指導計画と教育課程の関連

（具体的には： ）

８) 保護者との連携

（具体的には： ）

９) その他１

（具体的には： ）

10) その他２

（具体的には： ）



－126－

５．１の質問において１)，または２)に○をつけられた特殊教育センター等に伺います。「個別の

指導計画の作成」の研修講座等は、どのような形態で実施されましたか。該当するものに○をつ

けください。

１) 講義のみ （ 時間）

２) 講義と演習 （講義 時間，演習 時間）

３) 演習のみ （ 時間）

４) その他

（具体的には： ）

５) 複数ある場合は、研修講座等の名称

（名称： ）

複数ある場合は以下にお書きください。

１) 講義のみ （ 時間）

２) 講義と演習 （講義 時間，演習 時間）

３) 演習のみ （ 時間）

４) その他

（具体的には： ）

５) 研修講座等の名称

（名称： ）

６．５の質問において２)から４)に○をつけられた特殊教育センター等に伺います。演習の内容・

方法を具体的に教えください。

複数ある場合は以下にお書きください。

７．貴特殊教育センター等における平成14年度の研修講座等において「個別の指導計画の作成」に

関する内容はどのように取り扱われる予定ですか。該当するものに○をつけてください。

１) 「個別の指導計画の作成」に関する内容を主とする単独の研修講座等の開設を予定している。

２) 一部に「個別の指導計画の作成」の内容が含まれている研修講座等の開設を予定している。

３) 「個別の指導計画の作成」に関する研修講座等の開設は予定していない。

竹林地・肥後：特殊教育センター等での個別の指導計画作成に関連する研修等の問題点と今後の展望
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４) その他

８．７の質問において１)に○をつけられた特殊教育センター等に伺います。その研修講座等の名

称，対象者 (校種・人数・経験年数等)，全体の時間数を教えください。

１) 名 称 （ ）

２) 対象者の校種 （ ）

３) 対象者の人数 （ 人）

４) 対象者の経験年数等（ ）

５) 全体の時間数 （ 時間）

複数ある場合は以下にお書きください。

１) 名 称 （ ）

２) 対象者の校種 （ ）

３) 対象者の人数 （ 人）

４) 対象者の経験年数等（ ）

５) 全体の時間数 （ 時間）

９．７の質問において２)に○をつけられた特殊教育センター等にお伺いします。その研修講座等の

名称、対象者、全体の時間数と「個別の指導計画の作成」に関する内容の時間数に関して教え

ください。

１) 名 称 （ ）

２) 対象者の校種 （ ）

３) 対象者の人数 （ 人）

４) 対象者の経験年数等（ ）

５) 全体の時間数 （ 時間）

６) 「個別の指導計画の作成」に関する時間数 （ 時間）

複数ある場合は以下にお書きください。

１) 名 称 （ ）

２) 対象者の校種 （ ）

３) 対象者の人数 （ 人）

４) 対象者の経験年数等（ ）

５) 全体の時間数 （ 時間）

６) 「個別の指導計画の作成」に関する時間数 （ 時間）
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10．７の質問において１)，または２)に○をつけられた特殊教育センター等に伺います。研修講座

等の内容で該当するもの全てに○をつけてください。また、それらの具体的な内容等についても

教えください。

１) 作成の手順や様式

（具体的には： ）

２) 校内で情報の共通理解

（具体的には： ）

３) 児童・生徒のニーズの評価

（具体的には： ）

４) 保護者のニーズの評価

（具体的には： ）

５) 「個別の指導計画の作成」の経緯や理念

（具体的には： ）

６) 指導の評価

（具体的には： ）

７) 個別の指導計画と教育課程の関連

（具体的には： ）

８) 保護者との連携

（具体的には： ）

９) その他１

（具体的には： ）

10) その他２

（具体的には： ）

11．７の質問において１)，または２)に○をつけられたセンターに伺います。その研修講義等は，

どのような形態で実施される予定ですか。該当するものに○をつけください。

１) 講義のみ （ 時間）

２) 講義と演習 （講義 時間、演習 時間）

３) 演習のみ （ 時間）

４) その他

（具体的には： ）

５) 複数ある場合は、研修講座等の名称

（名称： ）

複数ある場合は以下にお書きください。

１) 講義のみ （ 時間）

２) 講義と演習 （講義 時間、演習 時間）

３) 演習のみ （ 時間）
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４) その他

（具体的には： ）

５) 研修講座等の名称

（名称： ）

12．11の質問において２)から４)に○をつけられたセンターに伺います。演習の内容・方法を具体

的に教えください。

複数ある場合は以下にお書きください。

13．「個別の指導計画の作成」に関する学校等への支援として実施されている該当するものすべて

に○をつけください。

１) 校内研修への協力 （のべ回数 回）

２) 個別の事例への具体的な関与 （のべ回数 回）

３) 公的な研究組織などに対しての支援 （のべ回数 回）

４) 自主的な研究グループなど公的でない研究組織などに対しての支援（のべ回数 回）

５) 上記４つ以外に対して行っている

（具体的には ，のべ回数 回）

６)「個別の指導計画の作成」に関する学校等への支援は実施していない。

14．実際の学校において個別の指導計画を作成していく上で課題とお考えになっていることを教え

てください。
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15．個別の指導計画の作成に関する研修講座等を企画・実施するにあたっての課題とお考えになっ

ていることについて教えてください。

16．個別の指導計画の作成に関して学校等への支援をするにあたっての課題とお考えになっている

ことを教えてください。

17．本調査に関するご意見等ございましたらお書きください。

ご協力ありがとうございました
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