
授業づくり１
「個別の教育支援計画」と
「個別の指導計画」の作成と活用

大阪府教育センター

支援教育推進室

令和４年度 支援学校初任者研修 第3回
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ユニット研修について

① 【理論】
テーマに沿った基礎的な
知識・考え方を学ぶ

検証実践理論

３回を１つのまとまりとして実施する

② 【実践】
①で学んだ内容を所属
校等で実践し、「実践レ
ポート」にまとめる

③ 【検証】
「実践レポート」を持ち寄
り、互いの成果や課題を
交流したり、新たな視点
を学んだりすることで、取
組の改善・定着を図る
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研修の内容

１ 学校における合理的配慮と基礎的環境整備について

２ 「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」について

３ 演習

－課題分析を活用した目標設定について－

４ 【実践】回に向けて
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１．学校における合理的配慮と
基礎的環境整備について
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平成18年 12月13日 国連総会で採択

障害者の権利に関する条約
【経緯】

平成19年 ９月28日 日本国署名

条約締結のため法整備等を進める

平成25年 12月４日 国会で締結を承認

平成26年 １月20日 締結国となる

平成26年 ２月19日 条約発効

平成23年 「障害者基本法」 改正
平成24年 中央教育審議会初等中等教育分科会 報告
平成25年 ｢障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

制定 （平成28年4月1日施行）
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インクルーシブ教育システムの基本的な考え
方
～障害者の権利に関する条約（第24条から）～

インクルーシブ教育システムとは、

人間の多様性の尊重等を強化し、障害者が精神的及び身体的な
能力等をその可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的
に参加することを可能とするという目的を実現するため、障害のある
者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、

① 障害のある者が一般的な教育制度から排除されないこと、

② 自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられ
ること、

③ 個人に必要な「合理的配慮」が提供される

等が必要とされている。
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合理的配慮について
～障害者の権利に関する条約（第２条から）～

「合理的配慮」とは、

障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を
享有し、又は行使することを確保するための

① 必要かつ適当な変更及び調整であって、

② 特定の場合において必要とされるものであり、

③ かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さない

ものをいう。
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インクルーシブ教育システムの基本的な考え方

インクルーシブ教育システムにおいては、

同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズの
ある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点
で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟
な仕組みを整備することが重要である。

小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特
別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意してお
くことが必要である。

共生社会の形成に向けて

特別支援教育の推進

中央教育審議会 初等中等教育分科会
「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」
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通常の学級
通級に
よる指導

支援学級 支援学校

障がいのある子どもの学びの場

↑高校における「通級による指導」は平成30年より制度化

連続性のある
「多様な学びの場」の整備
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合理的配慮について
障害のある子どもが、他の子どもと平等に「教育を受ける
権利」を享有・行使することを確保するために、

・学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整
を行うこと

・障害のある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育
を受ける場合に個別に必要とされるもの

・学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面にお
いて、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの

平成24年7月23日 中央教育審議会 初等中等教育分科会
「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進（報告）」より引用 10



学校における「合理的配慮」の観点
1 教育内容・
方法

1－1
教育内容

1－2
教育方法

1－1－1 学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮

1－1－2 学習内容の変更・調整

1－2－1 情報・コミュニケーション及び教材の配慮

1－2－2 学習機会や体験の確保

1－2－3 心理面・健康面の配慮

2 支援体制 2－1 専門性のある指導体制の整備

2－2 幼児児童生徒､教職員､保護者､地域の理解啓発を図るため
の配慮

2－3 災害時等の支援体制の整備

3 施設・設備 3－1 校内環境のバリアフリー化

3－2 発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設
備の配慮

3－3 災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮

平成24年7月23日 中央教育審議会 初等中等教育分科会
「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支
援教育の推進（報告）」 別表より 11



各障がい種における合理的配慮（一例）

視覚障がい（弱視）
矯正視力が0.1で、明るすぎるとまぶしさ
を感じる。黒板に近づけば文字は読める。

〇廊下側の前方の座席
〇教室の照度調整のためにカーテンを活用
〇タブレットを使用し、必要箇所を拡大

【状態】

知的障がい
【状態】 知的発達の遅れがあり、短期的な記憶が困難。

〇話し言葉による要点を端的に伝える
○必要に応じて文字で示す等の視覚支援

【状態】両足にまひあり、車いす使用。
エレベーターの設置が困難。

肢体不自由

聴覚障がい（難聴）
右耳は重度難聴。左耳は軽度難聴。【状態】

○教室前方・右手側の座席配置
（左耳の聴力を生かす）
○ＦＭ補聴器の利用
○口形をハッキリさせた形での会話
○板書中やノートテイク中に説明は
しない

病弱
病気のため他の子どもと同じように
運動することができない。

【状態】

○体育等の実技において、本人が実施
可能な課題を提供

学習障がい（ＬＤ）
読み書きが苦手で、“書く”ことが難しい。【状態】

※データの管理方法等について留意

〇板書計画を印刷して配布
〇デジタルカメラ等※による板書撮影
〇ＩＣレコーダー等※による授業中の
教員の説明等の録音

【参考】インクルーシブ教育システム構築支援データベース 12

〇教室配置に配慮（1階に配置する等）
○掲示物等を車いすを利用している子ども
が見やすい高さに合わせる
〇校内を車いすで安全に移動するための
段差の解消



基礎的環境整備

・障害のある子どもに対する支援については、法令に基づき
又は財政措置により、国は全国規模で、都道府県は各都
道府県内で、市町村は各市町村内で、教育環境の整備を
それぞれ行う。

・これらは、「合理的配慮」の基礎となる環境整備であり、そ
れを「基礎的環境整備」と呼ぶこととする

平成24年7月23日 中央教育審議会 初等中等教育分科会
「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進（報告）」より引用
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Cさんの
ための
合理的
配慮

国、都道府県、市町村、学校等
による環境整備

Ａ さんの
ための
合理的
配慮

Ｂさんのための
合理的配慮 合理的配慮

合理的配慮の基礎
となる環境整備 （基
礎的環境整備）

合理的配慮と基礎的環境整備の関係
設置者・学校が実施

平成24年2月13日
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告より

国、都道府県、市町村、学校等
による環境整備
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基礎的環境整備とは
「合理的配慮」の充実を図る上で、「基礎的環境整備」
の充実は欠かせない。そのため、必要な財源を確保し、
国、都道府県、市町村は、インクルーシブ教育システムの
構築に向けた取組として、「基礎的環境整備」の充実を
図っていく必要がある。その際、特別支援学校の「基礎
的環境整備」の維持・向上を図りつつ、特別支援学校
以外の学校の「基礎的環境整備」の向上を図ることが
重要である。また、「基礎的環境整備」を進めるに当たっ
ては、ユニバーサルデザインの考え方も考慮しつつ進め
ていくことが重要である。

平成24年7月23日 中央教育審議会 初等中等教育分科会
「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支
援教育の推進（報告）」より 17



障がいのある人には、

「なくてはならないデザイン」

すべての人にとって、

「あると便利なデザイン」

支援の必要な子どもにとって、「ないと困る支援」は、

すべての子どもにとって、「あると便利な支援」

教育の場面では

ユニバーサルデザインとは
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基礎的環境整備の８つの観点

① ネットワークの形成・連続性のある多様な学びの場の活用

② 専門性のある指導体制の確保

③ 個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成等による指導

④ 教材の確保

⑤ 施設・設備の整備

⑥ 専門性のある教員、支援員等の人的配置

⑦ 個に応じた指導や学びの場の設定等による特別な指導

⑧ 交流及び共同学習の推進

平成24年7月23日 中央教育審議会 初等中等教育分科会
「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支
援教育の推進（報告）」より

19



学校における
合理的配慮と基礎的環境整備の関係

● 合理的配慮

→子ども一人ひとりの教育的ニーズに

応じた支援

● 基礎的環境整備

→全体への支援

（ユニバーサルデザインの視点を取り入れる）
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「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

（平成28年4月1日 施行）

第7条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害
者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を
侵害してはならない。

２ 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的
障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実
施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとなら
ないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の
除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

第8条 事業者は、その事業を行うに当たり、（・・・第７条第１項に同じ）。

２ 事業者は、その事業を行うに当たり、（・・・第７条第２項に同じ）

必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
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障害を理由とする差別の解消の推進に
関する法律

行政機関等 事業者

不当な差別的
取扱い

禁止
（してはいけません）

禁止
（してはいけません）

合理的配慮の
提供

法的義務
（しなければなりませ
ん）

努力義務
（行うよう努めなければ
なりません）

法的義務
（しなければなりません）

＊令和３年5月改正
＊公布日である令和３年6
月4日から起算して3年以
内に施行
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大阪府障がい者差別解消条例

大阪府では、令和３年４月１日より、障がい者差別のな
い共生社会の実現をより一層推進するため、大阪府障
がい者差別解消条例が改正されました。

条例（行政機関等・事業者）

不当な差別的
取扱い

禁止
（してはいけません）

合理的配慮の
提供

法的義務
（しなければなりません）
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「障害を理由とする差別の解消の
推進に関する法律」について

～ 「ともに学び、ともに育つ」学校づくりをめざして ～

（府立学校教職員研修用資料）
平成28年４月発行 令和3年4月改訂

法の趣旨理解を目的として作成。

（１）障がいを理由とした差別的取扱いとは、
（２）合理的配慮とは、
（３）合理的配慮の検討に当たって留意すること

等を記載。

学校で合理的配慮を検討する際の参考に。

https://onl.la/ZkpCSUf
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合理的配慮の提供のプロセス（例）
本人・保護者からの意思の表明

調整

（本人・保護者との建設的対話）

決定・提供

定期的な評価

柔軟なみなおし

校内委員会

支援教育
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

必要に応じて
市町村教委
外部機関等

個別の教育支援
計画等への明記

合意形成
代替措置の選択
も含め柔軟に

実態把握
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・・・設置者及び学校と本人及び保護者により、個
別の教育支援計画を作成する中で、発達の段
階を考慮しつつ、「合理的配慮」の観点を踏ま
え、「合理的配慮」について可能な限り合意形
成を図った上で決定し、提供されることが望ま
しく、その内容を個別の教育支援計画に明記
することが望ましい。また、個別の指導計画に
も活用されることが望ましい。

「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システ
ム構築のための特別支援教育の推進（報告）」
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27

２．「個別の教育支援計画」と
「個別の指導計画」について
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個の実態や特性に応じた
指導・支援を行うために

■ 個別の支援計画

■ 個別の教育支援計画

■ 個別の指導計画

三つの計画の関係性について
整理してみましょう



保護者

保護者

29

個別の支援計画
－障がいのある子どもを生涯にわたって支援－

福祉、医療、労働等
関係機関

小学校

ＮＰＯ

福祉、医療等
関係機関

中学校

大学

支援学校

大学

支援学校

支援学校

福祉、医療、労働等
関係機関

ＮＰＯ

・一人ひとりの教育的
ニーズを把握
・関係者・機関の連携に
よる適切な教育的支援
を効果的に実施

企業

幼稚園
就学前 保育所

高校

個別の教育支援計画

保護者

義務教育学校

就学中

卒業後

個別の支援計画の作成・
活用・実施・評価・修正
（PDCA）のプロセスが
重要
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「個別の支援計画」と「個別の教育支援計画」

個別の支援計画 ＝ つなぐもの

＊地域社会の支援体制の中で生涯にわたる

支援をするためのツール

個別の教育支援計画

＊個別の支援計画のうち、学校などの教育
機関が中心となって作成するもの
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「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」

個別の教育支援計画 ＝ つなぐもの

個別の指導計画 ＝ いま、ここで

＊学校でのきめ細かな指導・支援を行うためのもの

支援学校
全ての幼児児童生徒を対象に作成（義務づけ）



個別の教育支援計画

各教科等の授業

個別の指導計画

ふまえて作成

基づいて

長期スパン
生活全般の場

1年程度のスパン
教育の場

個の実態や特性に
応じた指導・支援の
工夫

32

授業づくりとの関連性



個別の教育支援計画の作成

個別の指導計画の作成

授業計画（学習指導案）の作成

授業の実施

授業づくりのプロセス

評価の実施

子どもの教育的ニーズの把握

Plan

Do

Check

授業や指導計画
等の改善Action

PDCAサイクルにそって、授業づくりを進めていきましょう。

ステップ１

ステップ２

ステップ３

ステップ４

ステップ５

ステップ６

ステップ７

本研修の中心は、
ステップ１～３
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Plan ステップ１ 子どもの教育的ニーズの把握

行動観察

○ 自由な活動場面での
様子

○ 設定場面での様子

各種検査の実施

○ 心理・発達検査等の
結果

情報収集

○ 本人・保護者の願い
○ 障がいの状態
○ 発達の段階
○ 既習・未学習・誤学習等
の状況

○ 生活環境 等

子どもの教育的ニーズ（子どもが教育に求めるもの、教育によりつけたい
力）を明らかにする

◆ ここでは、まず子ども一人ひとりの実態把握を行い、その情報を整理します。

● 子どものよさ（得意なところ、強みのところ）、認知特性・行動特性
● 子どもの課題（改善したいところ、伸ばしたいところ、不得意なところ）をとらえる

「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成につなげる 34



Plan ステップ２ 個別の教育支援計画の作成

乳幼児期から学校卒業
後までの一貫した長期的
な計画を、学校が中心と
なって作成します。作成に
当たっては、保護者の参
画のもと、関係機関との
連携が必要になります。

 

本人や保護者の思いや願いを
把握し、教育的ニーズを受け止
める

 ３年程度からみた支援の目標を
設定

 キャリア教育の視点（将来の社
会的自立・職業的自立を念頭に
置き、子どもたちの成長や発達を
促進する見方を持つ）に立ち、め
ざす子どもの姿をイメージして、
優先すべき支援課題を設定

 合理的配慮の内容やその理
由等について記入

 支援の内容については、固定
して考えず、定期的に見直しを
図ることが大切

35



Plan ステップ３ 個別の指導計画の作成

｢個別の教育支援計画」
を踏まえ、具体的な指導
目標や指導内容・方法等
を盛り込んだ指導計画を
作成します。

 子どもの実態に合わせ、ほぼ１年
間で達成可能な目標を設定

 優先課題をより具体的に示した内
容を記入

 長期目標を達成するために、いくつ
かの期間に分けて短期目標を設
定（１学期間等、短いスパンで達成
可能な目標）

 客観的に評価できるよう具体的に
記入（どういう状況で、どのような
行動を、どれくらいするのか）

合理的配慮の内容を生かした指導・
支援の工夫を考え、記入

36



◯支援の目標（優先課題）／３年間を見越した支援の目標

37

◯本人及び保護者の希望

◯短期目標

◯長期目標／おおむね１年間で達成可能な目標

優先課題等の設定について

個別の教育支援計画

個別の指導計画



◯短期目標（１学期）

38

◯長期目標（１年程度）

短期目標の設定について

◯短期目標（２学期）

◯短期目標（３学期）

達成状況、評価を
踏まえて、次の短
期目標を設定

長期目標の達成
に向けて、短期目
標を設定



◯ 支援の目標／優先課題：身辺自立ができるようになる。

39

適切な目標設定について（例：知的障がい）

◯本人及び保護者の希望

◯ 短期目標：手を洗うことができる

◯ 長期目標：給食の準備ができるようになる。



（例）
活動の参加に不安を感じる子どもにおいて、ど
のような目標を設定して指導にあたりますか？

短期目標

個別の指導計画で、長期目標は１年間、短期目標は学期毎
や一定期間とします

長期目標
落ち着いて活動に参加する。

40



（例）
自力通学をめざす生徒において、どのような目
標を設定して指導にあたりますか？

短期目標

個別の指導計画で、長期目標は１年間、短期目標は学期毎や一定期間とします

長期目標
電車を乗り継いで学校までひとりで通学する。

41
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作成にあたっての留意点
子どもの人権に配慮した表現

・ 子どもが主体（主語）となるようにし、「～できない」
「～が困難」等、否定的な表現は避ける。

・ 体言止めではなく、「～する」「～できる」「～すれば、～
できる」という表記を用いる。

個人情報の保護の確保

・ 管理や使用の具体的なあり方について十分に

検討することが必要。



“リフレ―ミング”とは

コップに水が入っています コップに水が半分…

①「も」入っている

②「しか」入っていない

事実に対して与えている意味づけを変え，異なる見方でとらえ直すこと

同じ量でも、①と②では印象が違う

43

http://www.sozailab.jp/db_img/sozai/12858/cb44551ba4791c088cfc5aedd5aa348e.png


リフレ―ミング（例）

置きかえたい言葉 リフレ―ミングすると・・・

あきっぽい
いいかげんな
うるさい
おこりっぽい
おとなしい
変わっている
興奮しやすい
こだわりやすい
しつこい
だらしない
調子に乗りやすい
めだたない
乱暴な
わがまま

好奇心が旺盛、興味が広い
こだわらない おおらか
元気がいい
素直、情熱的
おだやか
個性的 味のある
情熱的
自分をもっている
粘り強い
物事に執着しない
エネルギッシュ
人に合わせられる
たくましい
自分の意見がある 44
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３．演習
－課題分析を活用した目標設定について－



課題分析

① 複雑な行動やいくつもの行動がつながって

一連の行動になっているものを個々の構成

要素に分ける。

② それぞれの要素における支援のポイントを

考える。

46
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課題分析の活用

課題分析

行動を要素に分けます

複雑な行動も細かな要素から成り立っています

子どもに指導する行動をいくつかの要素に分けて考えてみます

同じ行動でも一人ひとりの状態にあった要素があります

メリット

どのポイントで、「どのような支援が」「どのくらい必要か」がわか
りやすくなる

子どもにとってどの部分が難しいのかがわかりやすくなる

難しい部分に合わせて支援の方法や量を変えることができる



「課題分析」の例

48

手を洗う
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課題分析と支援（手を洗う）
行動の要素 ◎・○・△ 支援のポイント

蛇口をひねって水を出す

タオルでふく

①行動を要素に
分ける
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課題分析と支援（手を洗う）
行動の要素 ◎・○・△ 支援のポイント

①蛇口をひねって水を出す ◎

②石けんをつける △

③泡立てる ○

④両手をこすって手を洗う ○

⑤石けんを洗い流す ○

⑥水を止める △

⑦タオルでふく ◎

◎一人でできる
〇言葉かけがあれば
できる

△支援があればできる

②児童生徒の
現状を確認する
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課題分析と支援（手を洗う）
行動の要素 ◎・○・△ 支援のポイント

①蛇口をひねって水を出す ◎

②石けんをつける △ 固形石けんを液体石けんに変える

③泡立てる ○

④両手をこすって手を洗う ○

⑤石けんを洗い流す ○

⑥水を止める △ 「止めようね」と言って蛇口を指さす

⑦タオルでふく ◎

＊幼児児童生徒にとって適切な支援となるように
① 必要に応じた範囲の支援をすること
② 幼児児童生徒の様子に留意しながら支援すること
③ 達成できたことを踏まえて、次の支援方法の工夫を心がけること

③支援のポイント
を考える



演習（１）

次の行動を個々の構成要素に分けてみ
てください
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上靴をはく
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課題分析と支援（上靴をはく）
行動の要素 ◎・○・△ 支援のポイント

●靴箱から上靴をとる

〇上靴をはく
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例）課題分析と支援（上靴をはく）
行動の要素 ◎・○・△ 支援のポイント

①靴箱から上靴をとる ◎

②下靴を脱ぐ ◎

③つま先を入れる 〇

④かかと部分に手を差し入
れる

△ かかと部分を支えて、手
を差し入れやすいように
する。

⑤手を引きながら、かかとを
入れる

△ かかとにリングをつけて、
引きやすいようにする

⑥上靴をはく 〇
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演習（２）

次の行動（１つを選ぶ）について、子どもたちの様
子を思い浮かべ、行動要素に分け、支援のポイント
を考えてみてください。

シャツを着る

ぞうきんを洗い、しぼる

スプーンですくう
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例）課題分析と支援（例：シャツを着る）

行動の要素 ◎・○・△ 支援のポイント

①着ているシャツを脱ぐ ◎

②シャツをかぶる 〇

③首の部分から頭を通す △
指導者が一緒にシャツを引きさ
げる

④片方の手を袖に通す △ 通しやすいように袖を支える

⑤もう片方の手を袖に通す 〇

⑥裾を引きさげる △ 手を添えて、一緒に引きさげる

⑦シャツを着る 〇
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例）課題分析と支援（ぞうきんを洗い、しぼる）
行動の要素 ◎・○・△ 支援のポイント

①蛇口をひねって水を出す ◎

②ぞうきんに水をかける 〇

③ぞうきんをこすり合わせる 〇

④蛇口をひねって水を止める △ 「水を止めようね」と声をかける

⑤ぞうきんをたたむ △
たたみ方を示しながら一緒に
たたむ

⑥両手でぞうきんをにぎる 〇

⑦しぼる △ 手を添えて、一緒にしぼる
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例）課題分析と支援（スプーンですくう）

行動の要素 ◎・○・△ 支援のポイント

①スプーンをもつ △ 持ちやすい形状にする

②お椀を見る 〇

③お椀にむかって、腕をのば
す

〇

④お椀のへりにスプーンをあ
てる

△
指導者がお椀を支えて、すく
いやすいようにする。

⑤手首を返して、おかずをすく
う

△
指導者が手首を支えて、動き
を支援する。

⑥スプーンを口元まで引き寄
せる

△
指導者が介助して、引き寄せ
る動きを支援する。



◯支援の目標／優先課題（３年程度からみた支援の目標）
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優先課題等の設定について

◯本人及び保護者の希望

◯ 短期目標

◯長期目標（おおむね１年間で達成可能な目標）

課題分析の結果を踏まえて
設定する（△を付けたところ等）



ICFの観点
障がいのとらえ方
支援の在り方

個別の教育支援計画
個別の指導計画

授業

学習指導要領
教育要領

本人・保護者
関係機関
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（＊ICF：国際生活機能分類）
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まとめ
○ 学校における合理的配慮や基礎的環境整
備の考え方について理解を深め、「個別の教
育支援計画」と「個別の指導計画」の作成に
生かす

○ 一貫した指導・支援を行うために、「個別の
教育支援計画」と「個別の指導計画」を作
成・活用する

○ 子どもの教育的ニーズを的確に把握し、本
人・保護者の願いを踏まえて、子ども一人ひ
とりの「個別の教育支援計画」「個別の指導
計画」を作成する
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【実践】回に向けて



実践回について
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・【理論】回（今研修）で学んだことを生かして、
「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」を
作成し、授業を実践する。

・所属校での実践を振り返り、取組みの成果や課
題、改善点について実践レポートにまとめる。

＊４～12月の期間に実践してください。



「研修情報」をクリック
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「支援学校教諭（小・中・高）」
をクリック
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「初任者研修」 をクリック
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支援学校初任者研修

「実践レポート様式」 をクリック
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実践レポートの記入について

68

・実態を項目ごとに整理して記述する。
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・優先課題を記述する。

・長期目標を記述する。
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・実践及び評価について記述する。

・前期の実践を生かし、後期の実践をする。
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・実践を振り返る。
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＊実践レポートは、研修の際に持参してください。

支援学校初任者研修（第18回）
1班：令和４年 12月13日（火）
２班：令和４年 12月15日（木）

＊提出用１部とコピーを5部用意してください。
＊実践レポートの提出をもって、実践回の出席
とします。


