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はじめに

県内の公立高等学校において、特別支援教育の体制

整備は進んできており、今後は、より一層、支援が必要

な生徒に対する指導・支援の充実が求められています。

平成30年度に高等学校における通級による指導が制

度化されます。通級による指導が、支援が必要な生徒に

とって効果的な制度にするためにも、各学校の校内支援

体制を充実させ、生徒一人一人の教育的ニーズに応じ

た教育を通常の学級においても展開できるようにしていく

ことが期待されています。

本冊子をお読みいただき、自校の特別支援教育の充

実に向けた手がかりとしていただければ幸いです。

－１－



現状
高等学校

2.3％

県内の公立、私立、すべての高等学校において、特別な
支援を必要な生徒が、教育課程、学科を問わず在籍してい
ます。
これらの生徒を支えるために、それぞれの高等学校において

は、生徒の実態、自校の支援体制の状況に併せて、様々な
取組がなされています。

平成27年度 長崎県の高等学校の校内支援体制整備状況調査 より

個別の指導
計画

個別の教育
支援計画

設置率

100％

配置率

100％

作成率

59.6％

作成率

50.9％

各高等学校において校内支援体制が有効に機能しているかが課題

校内委員会

(平成27年度 長崎県の高等学校における
発達障害の可能性のある特別な教育的支
援が必要な生徒の在籍状況調査 より）

課題

特別支援教育
コーディネーター
（特ＣＯ）

他校種と比べると特別な支援が必要な
生徒に対する作成率が低い

（個別の指導計画 作成率
小学校９２.６％ 中学校９２％）

（個別の教育支援計画 作成率
小学校８９.５％ 中学校８９.７％）

１５．８％の学校において
1度も開催されなていない

３６．８％の学校において
特ＣＯが特別な支援が必要
な生徒に対する連絡調整を
実施していない

－２－

現状と課題



特別支援教育の充実に向けた組織づくりのポイント

各高等学校の校内支援体制を有効に機能させ、支援の充実を図る
ためには、一部の教員が特別支援教育を担うのではなく、全教職員で
共通理解を図り、協働しながら進めることができる組織づくりが欠かせませ
ん。
今回、そのような組織づくりのポイントとして、「気付く組織づくり」「動く組
織づくり」「つながる組織づくり」を提案します。

気付く組織づくり
支援が必要な生徒に早期に
気付く組織

動く組織づくり
生徒の支援に共通理解を図
り動く組織

つながる組織づくり
生徒の支援の充実のために外
部関係機関とつながる組織

校内委員会

特ＣＯ

個別の教育支援
計画

個別の指導計画

実態把握

基盤となるのは、全教職員の
・特別支援教育や発達障害等についての基本的な知識
・自校の特別支援教育の取組に対する理解
・特別な支援が必要な生徒の情報共有

特別支援教育の充実を図るための第一歩として、まず、今ある既存の
校内支援体制を生かし、その強みや工夫を加えた取り組みから始めま
しょう。

－３－



調査研究協力校による取組

調査研究協力校の特別支援教育の充実に向けた組織的な取組を
整理をしました。
各高等学校における特別支援教育の充実に向けた手がかりとして活
用してください。

実践と関連する
主な組織づくり

実践名
実践の資料、実践に関連した資料
を「資料集」に掲載しています

実践の意図 実践の取組実践の効果

実践に全職員で協働するためのポ
イントが記載されています

実践に用いた資料に、全職員で協働するた
めのポイントがどのように表されているか示して
います

－４－



調査研究協力校による取組
収録内容

File 01 「職員一人一人の気付きを共有し、支援につなげる校
内支援体制の構築」

File 02 「特別支援教育に関する役割の明確化」

File 03 「生徒にとって学びやすい学校づくりを継続して推進す
る取組」

File 04 「職員間における支援内容の共通理解」

File 05 「進路指導への組織的な対応の在り方」

File 06 「大学入試センター試験配慮申請までの流れの共有」

File 07 「進学後に学校生活をスムーズに送ることができるため
の取組」

－５－



つながる組織づくり動く組織づくり

File 01 「職員一人一人の気付きを共有し、支援に
つなげる校内支援体制の構築」

意図

取組

効果

気付く組織づくり

資料集 Ｐ．２２

主な取組は以下に示す3点です。

 ４月に 「特CO」が中心となって「校内支援体制組

織マップ（図１）」を作成する。

 ４月の職員会議で配付、説明し、周知を図る。

 実態把握や支援の検討、実際の支援を進めていく

中で、必要な組織や役割、関係機関等について定

期的な見直し・改善を図る。

職員一人一人が生徒の特徴や変化に気付くこ

とや、その気付きが確実に共有されることの重要性

について実感が高まりました。

主な意図は以下に示す2点です。

 職員の生徒の特徴や変化への気付きを、分掌や

委員会等において、どのように共有しどのような役

割を担うのか明確にするため。

 職員の気付きを詳細な実態把握につなげたり、具

体的な支援や配慮内容を共有したりするため。

－６－



全職員で協働するためのポイント

ポイント１：「校内支援体制マップ」を資料として配付することで、自分や分掌等の
役割が分かりやすくなったり、支援の進捗状況の確認や評価をしやすく

なります。

平成●年度特別支援教育校内支援体制 　　　　　　　　　●●高等学校

※気づき・実態把握

相談〈本人・保護者） 　困り感 教育相談 　　情報提供 担任・学年による気づき
中学校からの引継 　協働 ・担任・カウンセラー アンケート結果

困り感

保健相談部 　　　　　　協働 支援
困り感 （特別支援コーディネーター）

　願い 　連絡・調整

※支援の検討 　情報提供 ※支援の実際 配慮申請 　支援の引継

①本人支援

◎支援チーム会議（情報の整理） 支援ポイント 保健相談部・学年と協働

校内支援必要 学習面
課題・考査対策・環境整備・
ユニバーサルデザイン

生活面 身なり・言動・昼休みの様子 生徒育成部・部顧問
◎特別支援教育委員会 対人面 友人関係・家庭環境面 図書室・事務室
・実態把握・判断 情報提供 ◎運営委員会 進路面 進路希望・適正・受験配慮 進路指導部・各教科
・対応策の検討　　　　専門家の意見 協力依頼 　（各分掌） その他
・アセスメント
・「個別の教育支援計画」作成 協働 ◎職員会議 ②保護者支援 家庭の教育力を応援（教育相談部・広報研修部・巡回相談）
・「個別の指導計画」作成 　（全職員）

相談 助言

◎教育相談委員会 ・教科部会 職員研修（研修部・特コ） 相談 外部機関
支援全体の把握・見通し 企画 支援のスキルアップ 助言 ・県教育センター

◎：管理職参加 ・医療機関 ・市・保健所

・巡回相談（ＳＣ等）

進路実現（就職・進学）へ
の支援

各教科・教務部・事務室

ポイント２

ポイント３

ポイント１

ポイント２：特別支援教育の推進に重要な役割を果たす管理職の役割や位置付
けを明記することで、特別支援教育がより組織的に推進されるようにな
ります。

ポイント３：関係機関や進路先との連携について明記することで、校内支援体制の
充実につながります。

図1 校内支援体制マップ

－７－



File 02 「特別支援教育に関する役割の明確化」

主な取組は以下に示す3点です。

 4月に「特CO」が中心となって「SC、SSW、特

COの役割（図２）」を作成する。

 4月の職員会議で提案、説明し、周知を図る。

 「特CO」が連絡・調整を行う。

「SC」「SSW」「特CO」の大まかな役割が分かり、

支援について、「いつ」 「だれが」 「どう動くか」、円

滑に検討することができました。

全職員で協働するためのポイント

意図

取組

効果

つながる組織づくり動く組織づくり

資料集 Ｐ．２３

ポイント１： 「SC」「SSW」「特CO」等の役割等を周知することで、支援が必要
な生徒に対する、早期からの支援につながります。

ポイント２：分掌部内の役割や連携について明確に示すことで、特別支援教育の
視点と教育相談の視点を踏まえた効果的な支援につながりやすくなり
ます。

－８－

主な意図は以下に示す2点です。

 職員が、「スクールカウンセラー（SC）」「ス

クールソーシャルワーカー（SSW）」「特CO」

の役割を理解するため。

 円滑な業務遂行や情報共有・連携を行う

ため。



【特CO】 【教育相談部主任】

・「SC」「SSW」のスケジュール管理

・「SC」「SSW」との情報共有

・「SC」「SSW」との面談の予約調整

・対象生徒に関するアンケート計画実施

・担任の相談に応じた対応検討

・担任へのフィードバックと情報共有

・校内の会議や研修の企画実施

・外部機関への連絡調整

・職員、「SC」「SSW」との連絡調整

・教育相談部の年間計画と運営

・相談部会の企画運営

・校内支援委員会の企画、運営

・校内、校外の調査報告

・「SC」「SSW」に関する文書管理

・全学年の対象生徒の情報把握

・学年主任、分掌主任との連絡調整

・面談週間の日程調整と対応

【SC】 【SSW】

・４月より本校へ着任

・毎週１回木曜日に来校

・精神面に対する気付き

・中学校訪問

・授業観察

・生徒、保護者との面談

・面談週間の対応

・担任へのフィードバック

・事前検討会や教育相談委員会への参

加と助言

・４月より本校へ着任

・毎週３回月、木、金曜日に来校

・発達障害等に対する気付き

・授業観察

・生徒、保護者との面談

・面談週間の対応

・担任へのフィードバック

・事前検討会や教育相談委員会への参

加と助言

・医療機関訪問・外部機関との連携・家

庭訪問

①相談部会（週１回）

②「SC」と「SSW」の打ち合わせ時間の設定

③「SC」「SSW」「特CO」の打ち合わせ

④養護教諭、「SC」「SSW」の打ち合わせ

⑤事前検討会

ポイント１

ポイント２

図2 SC、SSW、特COの役割

３ 相談部内の連携

２ 「特CO」（本校では相談部主任が兼任）について

１ 「SC」、「SSW」について

－９－



File 03 「生徒にとって学びやすい学校づくりを継続
して推進する取組」

主な意図は以下に示す点です。

 異動により職員が入れ替わっても、早い

時期から特別支援教育の取組について

理解し、実践できるようにするため。

主な取組は以下に示す２点です。

 ４月に「相談部」が新転任者オリエンテーション資

料を作成する。

 ４月始めに実施する新転入職員対象オリエン

テーションで、「ユニバーサルデザインの授業づくり

（図３）」をもとに説明を行う。

4月に赴任した職員であっても、特別支援教育

の視点を踏まえた授業等の実践が可能になり、

生徒にとっても学びやすい学校づくりが継続してい

ます。

意図

取組

効果

動く組織づくり気付く組織づくり

資料集 Ｐ．２４～２５

全職員で協働するためのポイント

ポイント１：新転任者オリエンテーションにおいて、自校の特別支援教育に関する方
針や具体的な進め方等の共通理解を図ることで、新転任の職員も早
い段階から特別支援教育に対する意識をもちやすくなります。

ポイント２：自校のスクールスタンダードについて共通理解を図ることで、発達障害等
のある生徒の理解とともに特性に応じた指導・支援の方法の共有につな
がります。

－１０－



               相談部 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎本校のユニバーサルデザインの取り組みはどのように始まったか？ 

 Ｈ１９・２０年度に、文科省より「高等学校における発達障害支援モデル事業」に認定される 

                               ※全国の工業高校として初！ 

  →しかし、ＬＤ（学習障害）やＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）など、発達障害診断を受けた生徒はゼロ 

  →でも、診断はなくても同じように困っている生徒はたくさん。では、どうしたら良い？？ 

 

 

 

◎発達障害（ＬＤやＡＤＨＤ）の子どもたちとは… 

  本校にもＬＤやＡＤＨＤなど何らかの問題を抱えている生徒が在籍している。 

  それらの障害は環境でも性格でもなく、「脳機能の障害」です。 

  彼らは、「困った生徒」ではなく「困っている生徒」という認識を。 

 

◎発達障害の特徴と、本校における対処は… 

  ・急に予定を変更されると対応できない      →授業変更板（生徒玄関）の設置 

  ・黒板に授業以外のことが書かれていると気が散る →ホワイトボード（教室）の設置 

  ・掲示物が４か所留められていないと気が散る   →掲示物は必ず４か所留める 

  ・口頭のみの指示では分かりづらい        →ページ数は必ず板書、様々な「手順」を掲示 

 

 

 

 

 

 

玄関の授業変更板      教室環境の整備      職員室の「入室作法」     機械の「使い方」表示 

      

 

ユニバーサルデザインとは… 

 もともと障害者や高齢者のために開発したデザインだが、 

実は「誰もが使いやすい、見やすいデザイン」となっているもの。 

 

例：チョークの色  

  色覚に問題がある生徒でも見やすいチョーク（蛍光橙、蛍光ピンクなど）⇒誰もが見やすい 

 

診断の有無に関わらず、「困っている生徒」を助けていったら良いのでは？と考え、 

その研究を進めるうちに、「ユニバーサルデザイン」を中心としていくことに。 

これらは、結果として「誰もが見やすい」ユニバーサルデザインとなっています。 

それでは、「本校のユニバーサルデザインについてのお願い」をご確認下さい。 

ポイント１

図３ ユニバーサルデザインの学校づくり

ポイント２

－１１－



File 04 「職員間における支援内容の共通理解」

主な意図は以下に示す点です。

 支援が必要な生徒への支援内容や方法を、教

科指導や生徒指導、学級経営に生かすため。

主な取組は以下に示す2点です。

 ８月に発達障害等のある生徒の理解や指

導・支援について研修会実施後、各教科のグ

ループに分かれ、支援が必要な生徒に対する

支援内容について研究協議を実施する。

 研究協議で整理した各教科での支援内容等

を、資料（図４）として後日配付する。

支援が必要な生徒への効果的な指導や支援

方法を多くの職員が共有することで、分かりやすい

授業の工夫ができるようになりました。

全職員で協働するためのポイント

意図

取組

効果

動く組織づくり気付く組織づくり

資料集 Ｐ．２６～２７

ポイント１：「教科指導」「生徒指導」「学級経営」における支援内容を明記し、職
員間で共有することで、組織的な支援として取り組みやすくなります。

ポイント２：支援の目標や「いつ」「誰が」「どのように」支援するのか具体的に示すこと
で、その内容を個別の指導計画の作成に生かすことができます。

－１２－



１０班 （２・３年国語） 対象生徒 ２年 男子B

項目 支援内容 支援プラン

教科指導 ①グループワークで発言権（制限）を与
えて、話させる機会を作る。
②個別対応として記述させて添削する。

【目標】「自己実現に向けた自己管理がで
きるようになる」
①目標の確認と立ち位置の把握する。
□空き時間に、担任が、面談で進路目標
を確認し、逆算してこれからすべきことを
把握させる。
□空き時間に、担任が、確認した内容をフ
ローチャート化し、視覚化させる。
□空き時間に、教科担当が、面談で現在
の自分の学力を把握させる。
□空き時間に、教科担当が、目標点数
等を確認させ、いつまでに何をどれだけ学
習するのかを具体的に計画する。
②①の□を継続していく。

クラス経営・
生徒指導

①将来の目標からフローチャートを作成す
る。
②家庭との協力やすり合わせを行う。
③クラスのお世話係を作る。
④役割分担として、お世話教員を作る。

８班 （２年理科） 対象生徒 ２年 男子B

項目 支援内容 支援プラン

教科指導 ①質問に来るのでほめる。
②授業で寝ていたら、毎回「起こす」「励ま
す」。
③ペアワーク・グループワークのとき活動し
やすいメンバーと組ませる。
④うまくできた時に発表や班内で活躍でき
るようにする。

【目標】社会性の構築
①スケジュール管理
□SHRで、担任・教科係が背面黒板に
確認事項を記入する。
□本人に確認事項をメモ帳に記入させる。

②修学旅行での行動
□対象生徒が戸惑ったり、困ったりすると
予想される場面や状況への対応について
伝えておくクラス経営・

生徒指導
①学校に来たら「ほめる」など声をかけ、気
にかける。
②担任・副担任だけでなく、SCやSSWが
定期的に話を聞く。
③困っていることはないか声をかける。
④学習の記録を毎日確認し、スケジュー
ル管理やコミュニケーションに役立てる。
⑤家庭と協力して生活リズムの改善を促
す。
⑥特別な係を割り当てて、クラスに必要な
存在であることを自覚できるようにする。

ポイント１

ポイント２

図４ 職員研修「特別支援教育の実践とその在り方」
の結果報告」
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File 05 「進路指導への組織的な対応の在り方」

主な意図は以下に示す点です。

 全職員が、支援が必要な生徒の進路先決

定について、外部機関との連携の時期や校

内支援の時期等、早期から見通しをもちな

がら進路指導ができるようにするため。

主な取組は以下に示す３点です。

 4月に「相談部」が、支援が必要な生徒の進路指

導を進める上で、「いつ」「どこで」「誰が」「どこと」「どう

するか」ということを分かりやすくしたフローチャートを

作成する（図５）。

 就職が現実的になる時期（７月～９月）の校内

研修において、校内へ周知する。

 支援が必要な生徒の担任には、個別に資料を基に

具体的な取組を説明する。

支援が必要な生徒の進路指導について、職員の

協力が得られやすくなり、計画的に進路指導を進め

ることができるようになりました。

全職員で協働するためのポイント

意図

取組

効果

つながる組織づくり動く組織づくり

資料集 Ｐ．２８～３１

ポイント１：「いつ」「誰が」「何を」 「どうする」といった手順や職員の役割を明示する
ことで、見通しをもちながら組織的に進路指導を進めることができるよう
になります。

ポイント２：校内支援の時期と関連させて、外部機関との連携時期等を整理して
おくことで、進級により担任が替わっても見通しをもちながら効果的に外
部機関と連携できるようになります。
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【校内の支援】 【外部機関】

入学前 ・中学校からの引き継ぎ
・個別の教育支援計画作成の有無の確認

入学後 情報収集 職業評価
1年生 （中学校訪問、保護者・本人との面談など）

学年で割り振り
情報の共有 （担任及び生徒指導）
（職員会議等）

2年生

3年生 　　　

支援を必要とする生徒への支援体制について

・登録

・職業評価

・インターンシップの斡旋

(理解のある会社の紹介）

・障害者手帳取得についての支援

個別の教育支援計画
（個別の指導計画）

の作成（担任が作成）

支援委員会の開催

（担任、科長、相談部

関係職員）

時期は臨機応変。

卒業・就職

・職能訓練

・就職にあたって

のアドバイス

＋ 進路指導部

・進路の検討（一般？or障害者

枠？）

・手帳取得の検討

（夏休みの二者面談で本人およ

び保護者へ確認する）

地域障害者職業センター

障害者就業・生活支援センター

ハローワーク

・学校、家族、本人

からの相談

・医療機関への紹介

し お さ い

ポイント１ ポイント２

図５ 支援を必要とする生徒への支援体制について
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File 06 「大学入試センター試験配慮申請までの

流れの共有」

主な意図は以下に示す2点です。

 全職員が、「大学入試センター試験配

慮申請（配慮申請）」までの流れ・役

割分担を明確にするため。

 本人・保護者と大学入試センター試験で

の配慮内容を共有するため。

主な取組は以下に示す2点です。

 「配慮申請」までの流れ（図６）を示し、全職員

で共有する。

 「配慮申請」を希望する（希望しそうな）生徒に

対して、「特CO」が中心となって作成する。

 「担任」「特CO」「進路指導部」「保護者」などの

役割を明確にしながら対応について共有する。

意図

取組

効果 「配慮申請」について、計画的に本人や保護

者に説明できるようになるとともに、各職員も見

通しをもちながら取り組むことができるようになりま

した。

資料集 Ｐ．３２

つながる組織づくり動く組織づくり
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ポイント１

全職員で協働するためのポイント

図６ 大学入試センター試験 配慮申請までの主な流れ

ポイント１：「配慮申請」について、「いつ」「誰が」「何をするか」を明確に示すことで、
「特CO」「担任」「主治医」「進路担当」等の役割と取組時期が分かり
やすくなります。

－１７－

※大学入試センター試験　配慮申請までの主な流れ

　　　　　　　　　　
校内での動き 主な担当者 　　大学入試センター

特コ 「受験案内・受験上の配慮案内」ＨＰ掲載

保護者へ配慮申請について紹介 担任・特コ
申請希望の有無について確認 担任・特コ
※必要に応じ、主治医と連携

８月 ①受験上の配慮の出願前申請（８月上旬～９月下旬） 担任・特コ 受験上の配慮の出願前申請受付開始
【準備物】 保護者
・受験上の配慮申請書 主治医
・障害等に応じた医師の診断書等

出願前申請の結果通知
②出願時申請（９月末～１０月上旬） 担任・特コ ※卒業見込者：高校へ送付
【準備物】 保護者
・受験上の配慮申請書 主治医

・障害等に応じた医師の診断書等 「受験科目通知・確認書」の送付

「確認はがき（出願受理通知）」の送付

１１月 受験上の配慮事項の確認 出願時申請の結果通知

受験教科等の確認 担任・進路・特コ 受験票などの送付
受験票に記載された「問い合わせ大学」との打ち合わせ
・決定された配慮事項の確認など

・当日の付添担当などの確認 担任・進路
・決定された配慮事項について、本人と確認・練習 担任
　　（マークチェック記入・時間延長など）

１月 大学入試センター試験 担任・学年 大学入試センター試験
　・試験会場（別室）への引率など 保護者

「大学入試センター試験受験案内・受験場上の配慮案内」
の入手及び確認（HP）

７月

９月

１２月

１０月

（点字解答・代筆解答・拡大問題など希望
者のみ）



File 07 「進学後に学校生活をスムーズに送ることが

できるための取組」

主な意図は以下に示す点です。

 支援が必要な生徒と保護者が、進学後

の学生生活をスムーズにスタートできるよう

にするため。

主な取組は以下に示す2点です。

 進学先決定後に、「特CO」が、進学先が必要と

する情報やニーズに応じながら、「面談時使用シー

ト」を作成する。

 「担任」「特CO」「保護者」「本人」と面談を実施し、

「面談時使用シート」を基に「入学までに身に付け

ておくこと」や、「困った時の対応方法」等、共通理

解した内容を記入する（図７）。

進学先の学生生活に対する本人の不安感が

軽減し、入学までの見通しをもつことができました。

「面談時使用シート」を活用することで、「入学

までに本人が身に付けるべきこと」や、「困った時

の対応方法」等について、「本人」「保護者」「学

校」とが共通理解を図ることができました。

意図

取組

効果

つながる組織づくり動く組織づくり

資料集 Ｐ．３３
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項目 対応など

例：入学式前、大学の保健センターに、保護者と相談する。
（高校での個別の支援計画・指導計画などを持参）

例：下宿の同学部の先輩に相談する。

例：文書での連絡・黒板の写真記録などについて、事前に相談しておく。

例：学生食堂やコンビニなどで、購入する練習をしておく。

例：季節にあった服装のパターンを知る。入学前に、○円以内で、普段着一揃えを買う練習をしてみる
何パターンかの服装を決めておく。
洗濯の練習をしておく。
例：朝・夕は下宿で作ってもらえる。

例：学校や下宿付近の地図にて、コンビニなどの場所を確認しておく。

例：金銭の管理方法や使い方について、保護者とルールなどを決めておく。

体調面 例：体調不良のわかりにくさがあるため、毎朝検温する。

その他 困った時

例：下宿の管理人さん、同級生、先輩
　　 スマートホンで家族に電話
　　 進学先の担任
　　 主治医の先生

準備品：例：学校周辺の地図、学校案内パンフレット、保健センター連絡先、など

生活全般

衣

食

住

経済面

学校生活

時間割作成

単位修得

授業

昼食

ポイント１

ポイント２

全職員で協働するためのポイント

図７ 合格後から進学先入学までの支援について（面談時使用シート）

ポイント１：進学先で必要となること、不安に感じていることを面談などで明らかにす
ることで、在学期間にできる指導や取組について共通理解を図りやすく
なります。

ポイント２：本人に必要な支援を「個別の教育支援計画」に明記することで、支援
内容を確実に進路先に引き継ぐことができます。
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実態把握の工夫

□ 年間計画に基づいた実態把握を実施している

□ 学習面や生活面、行動面など多面的な実態把握を実施している

□ 生徒、職員、保護者など、複数の視点から実態把握をしている

情報共有の工夫

□ 把握した実態を教職員間で共有する機会を設けている

□ 指導支援を教職員間で共有する機会を設けている

理解啓発の促進

□ 教職員の特別支援教育に関する理解について把握している

□ 特別支援教育の理解を促す資料を配付している

□ 教職員の実態に即した研修会を実施している

役割の明確化

□ 特別支援教育コーディネーター等の役割を明らかにしている

□ 校内委員会の目的と役割を明らかにしている

取組の明確化

□ 実態把握から支援実施までの流れを示している

□ 校内委員会と各種委員会の関連を示している

□ 特別支援教育にかかわる校務分掌の役割を示している

個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成・活用

□ 個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成に向けた取組が示されて
いる

□ 個別の教育支援計画・個別の指導計画をもとに支援内容を共有している

関係機関との連携

□ 外部機関を有効活用している

□ 中学校との情報共有を行い支援の連携を図っている

□ 進学先との情報共有を行い支援の連携を図っている

高等学校における特別支援教育の体制づくりに必要な取組内容をチェックリストに
しました。自校の工夫できそうな箇所にチェックを入れる等、特別支援教育の体制
充実に向けて活用ください。

特別支援教育の充実に向けた組織づくりのための
チェックリスト

気
付
く

動

く

つ
な
が
る

組
織
づ
く
り
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