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研究主題

自閉症のある児童生徒は，他者との社会的関係の形成の困難さや言葉の発達

の遅れなどの行動の特徴があります。自閉症のある児童生徒については，他者

とのかかわりに関する困難さがあり，その困難さへの対応が必要です。

そのためには，児童生徒一人一人への具体的な指導内容を設定し，障がいに

よる学習上又は生活上の困難さを主体的に改善・克服する自立活動の視点を取

り入れた教育活動の展開と，領域・教科を合わせた指導とを同時並行的に行っ

ていくことが必要です。

「自閉症のある児童生徒の自立活動ガイド
ブック～他者とのかかわり編～」表紙

「自閉症のある児童生徒の自立活動ガ

イドブック」（以下ガイドブック）は，

生活に結び付いた実際的で具体的な活動

に，自立活動の視点に基づく指導内容や

支援方法を加え，自閉症のある児童生徒

への指導・支援に役立てることを目的に

作成しました。

※ガイドブック Ｐ１，Ｐ９

【目 次】
１ 自立活動の基本的な考え方
２ 自立活動の指導を進めるに当たって
の取組

３ 自閉症の特性に応じた指導・支援
４ 他者とのかかわりに関する自立活動
の進め方

５ 他者とのかかわりに関する自立活動

【特 徴】
◆自立活動の基本的な考え方等について◆自立活動の基本的な考え方等について◆自立活動の基本的な考え方等について◆自立活動の基本的な考え方等について
理解できます。理解できます。理解できます。理解できます。
・自立活動の基本的な考え方等を簡潔に示

しています。

・自立活動の指導に関する知識を深めたり，

広げたりするための参考となる図書やWeb

ページを紹介しています。

◆自立活動の視点を踏まえた実践への見◆自立活動の視点を踏まえた実践への見◆自立活動の視点を踏まえた実践への見◆自立活動の視点を踏まえた実践への見
通しをもつことができます。通しをもつことができます。通しをもつことができます。通しをもつことができます。
・自立活動の進め方について，実践例を交

えながら具体的に示しています。



指導・支援の展開 指導面に関する取組 推進面に関する取指導・支援の展開 指導面に関する取組 推進面に関する取指導・支援の展開 指導面に関する取組 推進面に関する取指導・支援の展開 指導面に関する取組 推進面に関する取組組組組 使用するもの使用するもの使用するもの使用するもの

・ガイドブック

・特別支援学校学習指導要領解説

自立活動編・総則等編
校内研修等による，ガイドブック等を ・他者とのかかわりに関する指導

活用した自立活動に関する内容や個別の 内容表
指導計画についての研修 ・個別の指導計画

学校生活の充実や就労実現を見据えた
指導の目標(ねらい)や指導内容，指導場

面の設定

・学年会の進め

方資料

・学年会資料
学年会による，個別の指導計画を活用

した，指導の目標(ねらい)や指導内容，

指導場面の検討及び共通理解

・ガイドブック

・特別支援学校学習指導要領解説

自立活動編・総則等編

・他者とのかかわりに関する指導

内容表
指導場面における目標(具体的な指導 ・個別の指導計画

内容)，支援方法の設定

・学年会の進め

方資料

・学年会資料
学年会による，個別の指導計画を活用

した，指導場面における目標(具体的な指
導内容)，支援方法の検討及び共通理解

・個別の指導計画

・ガイドブック ・学年会の進め

・特別支援学校 方資料

学習指導要領 ・学年会資料
学年会による，個別の指導計画を活用 自立活動編

した，指導場面における目標(具体的な指 ・他者とのかか
導内容)，支援方法の確認と修正 わりに関する

指導内容表

・個別の指導計

画
実践に基づく，目標，指導場面，指導

内容，支援方法の評価，上学年や上学部
への引継

研 修研 修研 修研 修

実 践実 践実 践実 践

個別個別個別個別 のののの 指導計画指導計画指導計画指導計画 のののの

作成作成作成作成①①①①

個別個別個別個別 のののの 指導計画指導計画指導計画指導計画 のののの

作成作成作成作成②②②②

個別個別個別個別のののの指導計画指導計画指導計画指導計画

によるによるによるによる評価評価評価評価

１１１１ 自立活動自立活動自立活動自立活動のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方等方等方等方等にににに

ついてのついてのついてのついての理解理解理解理解

２２２２ 指導指導指導指導にににに当当当当たるたるたるたる教師間教師間教師間教師間のののの指導場面指導場面指導場面指導場面

やややや指導内容指導内容指導内容指導内容，，，，支援方法支援方法支援方法支援方法のののの共通理解共通理解共通理解共通理解

１１１１ 児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの教育的教育的教育的教育的ニーズにニーズにニーズにニーズに即即即即

したしたしたした目標目標目標目標のののの設定設定設定設定

３３３３ 個別個別個別個別のののの指導計画指導計画指導計画指導計画のののの活用活用活用活用

２２２２ それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの指導形態指導形態指導形態指導形態のよさをのよさをのよさをのよさを

生生生生かしたかしたかしたかした指導指導指導指導

学年会学年会学年会学年会

学年会学年会学年会学年会におけるにおけるにおけるにおける大大大大まかなまかなまかなまかな検討検討検討検討のののの流流流流れとれとれとれと
主主主主なななな話話話話しししし合合合合いのいのいのいの様子様子様子様子

【【【【推進面推進面推進面推進面】】】】

１ 自立活動の基本的な考え方等についての理解

２ 指導に当たる教師間の指導場面や指導内容，支援

方法の共通理解

【【【【指導面指導面指導面指導面】】】】

１ 児童生徒の教育的ニーズに即した目標の設定

２ それぞれの指導形態のよさを生かした指導

３ 個別の指導計画の活用

２２２２ 指導指導指導指導にににに当当当当たるたるたるたる教師間教師間教師間教師間のののの指導場面指導場面指導場面指導場面

やややや指導内容指導内容指導内容指導内容，，，，支援方法支援方法支援方法支援方法のののの共通理解共通理解共通理解共通理解

２２２２ 指導指導指導指導にににに当当当当たるたるたるたる教師間教師間教師間教師間のののの指導場面指導場面指導場面指導場面

やややや指導内容指導内容指導内容指導内容，，，，支援方法支援方法支援方法支援方法のののの共通理解共通理解共通理解共通理解

Ｓｔｅｐ１ 指導の目標（ねらい）
児童生徒の実態を基に，目標を整理し焦点化しましょう。

Ｓｔｅｐ２ 指導の場面
指導の目標(ねらい)を指導する場面を設定しましょう。そ

れぞれの指導の形態そのもののねらいを大切にしながら必然
性のある流れで指導することが大切です。特設した時間での

指導で設定する場合でも，生活場面と結び付けるなど留意し
ましょう。

Ｓｔｅｐ３ 指導の場面における目標(具体的な指導内容）
指導の目標(ねらい)を具体的な活動レベルで設定しましょ

う。自立活動の６区分26項目を参考にしながら，どのような

場面での活動なのか，どのような指導内容が盛り込まれてい
るのかなどを明確にし，具体的に設定することが大切です。

Ｓｔｅｐ４ 支援方法
支援方法を設定しましょう。支援方法については，以下の

ことを盛り込むことが必要です。また，活動につながったと
きの手立て，活動につながらないときの手立てについても検

討しておくことが大切です。

① 活動や内容そのものとしての手立て
② 場の設定などの手立て

③ 教師等のかかわりとしての手立て

◆指導の目標(ねらい)
指導の目標(ねらい) 評価

・身近な人に自分の要求を正しい言葉で伝える。

自立活動の内容
指導内容表：意思や感情の共有「言語等による表出」

学習指導要領：３(２)，６(２)
◆学習の記録

目標(具体的な指導内容） 支援方法 評価
・昼休み時間，担任に「体 ・遊びに行きたい要

育館に行ってきます」 求場面において，

と言葉で伝える。 自発的な要求を促

す。
日 ・教師から「どこに

常 行って遊びますか」
生 と尋ね，太郎さん

活 が「体育館に行っ

の てきます」と答え
指 るまで待つ。太郎

導 さんが言葉に詰ま
る場合には，「体育

館」「体」などと言

ってヒントを与え
る。

※個別の指導計画から一部抜粋

個別個別個別個別のののの指導計画指導計画指導計画指導計画のののの作成作成作成作成のポイントのポイントのポイントのポイント

個別個別個別個別のののの指導計画指導計画指導計画指導計画をををを作成作成作成作成するにするにするにするに当当当当たってはたってはたってはたっては，，，，各各各各
校校校校でででで培培培培われてきたわれてきたわれてきたわれてきた様式様式様式様式やややや作成方法作成方法作成方法作成方法をををを大切大切大切大切にしまにしまにしまにしま
しょうしょうしょうしょう。。。。
またまたまたまた，，，，以下以下以下以下にににに示示示示すすすす作成手順作成手順作成手順作成手順をををを参考参考参考参考にすることにすることにすることにすること

もももも考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。

個別個別個別個別のののの指導計画指導計画指導計画指導計画のののの作成例作成例作成例作成例

※詳細は，ガイドブック Ｐ14

※詳細は，ガイドブック Ｐ14

※詳細は，ガイドブック Ｐ４

※詳細は，ガイドブック Ｐ７

①担任から，太郎さんの様子について説明

②担任から，指導の目標(ねらい)，指導場面の提案

③学年団による，指導の目標(ねらい)，指導場面の検討

④指導の目標(ねらい)，指導場面の決定

実践例実践例実践例実践例をををを交交交交えながらえながらえながらえながら具体的具体的具体的具体的にににに，，，，自立活動自立活動自立活動自立活動のののの
進進進進めめめめ方方方方についてについてについてについて説明説明説明説明していますしていますしていますしています。。。。

昼休み時間を指導場面と考えています。

太郎さんが，担任に体育館に遊びに行き

たいということを伝える場面です。

本人の学校生活を充実させていく上でも，

将来のことを考えても，さらには，保護者の

ニーズも高いことから，担任の提案で概ね良

いと思います。ただし，身近な人とは誰なの

か，気持ちとは何なのか，さらに検討が必要

ですね。

※詳細は，ガイドブック Ｐ10～11

⑤学年団による，指導場面における目標（具体的な指導内

容），支援方法の意見交換

指導形態指導形態指導形態指導形態のよさをのよさをのよさをのよさを生生生生かしたかしたかしたかした実践例実践例実践例実践例

※詳細は，ガイドブック Ｐ15

生活と結び付けた実際的な活動
（ベーグル作り）を通した指導

生活単元学習

特設した時間と生活と結び付け

た必然性のある指導

自立活動の時間

日常生活の指導

生活と結び付けた必然性のある

場面を通した指導

日常生活の指導

学年会学年会学年会学年会

学年会学年会学年会学年会

１１１１ 児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの教育的教育的教育的教育的ニーズにニーズにニーズにニーズに即即即即

したしたしたした目標目標目標目標のののの設定設定設定設定

３３３３ 個別個別個別個別のののの指導計画指導計画指導計画指導計画のののの活用活用活用活用

３３３３ 個別個別個別個別のののの指導計画指導計画指導計画指導計画のののの活用活用活用活用

３３３３ 個別個別個別個別のののの指導計画指導計画指導計画指導計画のののの活用活用活用活用



意思意思意思意思やややや感情感情感情感情のののの共有共有共有共有
【【【【ねらいねらいねらいねらい】】】】
・表情や身振り，各種の機器などを用いた意思のやりとりをする。
・話し言葉や各種の文字・記号等を用いて，相手の意思や感情を受け止めたり，自分の意思や感情を伝えたりする。
・言語の概念の形成を図り，体系的な言語を身に付ける。
・コミュニケーション手段を適切に選択・活用し，コミュニケーションを円滑にする。
・場や相手の状況に応じて，主体的なコミュニケーションをする。
＊自立活動自立活動自立活動自立活動とのとのとのとの関連関連関連関連：２心理的な安定（１）～（３），３人間関係の形成（２），６コミュニケーション（１）～（５）

指導内容 具体的指導内容 具体的指導内容 具体的指導内容 具体的なななな指導内容 指導場面例指導内容 指導場面例指導内容 指導場面例指導内容 指導場面例

・絵カード等により表現する。 【【【【領域領域領域領域・・・・教科教科教科教科をををを合合合合わせたわせたわせたわせた指導指導指導指導におけるにおけるにおけるにおける指導指導指導指導場面例場面例場面例場面例】】】】
・要求サインにより表現する。 ・学校給食の食事におけるおかわりや食べたくない(物)を

視覚・動作等による ・ひらがなを書いて表現する。 伝える場面

表出 ・短い文章をメモに書く。 ・集会におけるプレゼントや調理したものを渡す場面

・短い文章やイラストを書く。 ・仕事や実習場面における作業内容を聞く，返事をする，

・簡単な分かりやすい文章を書く。 作業の終了報告をする，依頼する，訴える場面

・接続詞を使った複雑な文章を書く。 ・昼休み時間における自分なりの過ごし方を伝える場面や

絵本や遊具などの貸し借りをする場面等

・見慣れている物の名称を言う。 【【【【教科別教科別教科別教科別・・・・領域別領域別領域別領域別のののの指導指導指導指導におけるにおけるにおけるにおける指導場面例指導場面例指導場面例指導場面例】】】】
・人の名前や名称を言う。 ・学部集会における発表場面

・場面の動きについて話す。 ・児童会活動，生徒会活動における発表場面

言語等言語等言語等言語等によるによるによるによる表出表出表出表出 ・物の名称や特徴を話す。 ・学習活動における発表場面や自分の意思を伝える場面等

・自分から話し掛ける。 【【【【特設特設特設特設してのしてのしてのしての指導場面例指導場面例指導場面例指導場面例】】】】
・・・・簡単簡単簡単簡単なななな言葉言葉言葉言葉でででで要求要求要求要求をををを訴訴訴訴えるえるえるえる。。。。 ・意思を伝える活動

・話し方がはっきりしており，相手に通 ・発表するときのスキルを学ぶ活動

じる。 ・話し掛けるときのスキルを学ぶ活動等

・質問を聞いて，はい・いいえで答える。 〈〈〈〈指導上指導上指導上指導上のののの留意点留意点留意点留意点〉〉〉〉
・発音が不明瞭だが，簡単な質問に答え ・自閉症のある児童生徒の中には，他者の意図を理解した

応答場面における る。(選択肢） り，自分の考えを相手に正しく伝えたりすることが難し

表出 ・質問を聞いて，選択肢の中から選んで い場合がある。そこで，話す人の方向を見たり，話を聞

答える。 く態度を形成したりするなど，他者とのかかわりやコミ

・質問の意図にあった答えを話す。 ュニケーションの基礎に関する指導を行うことが大切で

ある。

※他者とのかかわりに関する指導内容表から一部抜粋 ※詳細は，本ガイドブック Ｐ24～26

研究内容の詳細と「自閉症のある児童生徒の自立活動ガイドブック～他者とのかかわり編～」は，

当センターWebページに掲載しています。

他者他者他者他者とのかかわりにとのかかわりにとのかかわりにとのかかわりに関関関関するするするする４４４４つのつのつのつの視点視点視点視点をををを「「「「他者他者他者他者のののの理解理解理解理解にににに基基基基づいたづいたづいたづいた行動行動行動行動」」」」，，，，「「「「自己自己自己自己のののの理解理解理解理解にににに基基基基づづづづ

いたいたいたいた行動行動行動行動」」」」，，，，「「「「意思意思意思意思やややや感情感情感情感情のののの共有共有共有共有」」」」，，，，「「「「集団活動集団活動集団活動集団活動へのへのへのへの参加参加参加参加」」」」とととと考考考考えましたえましたえましたえました。。。。

学習指導要領学習指導要領学習指導要領学習指導要領におけるにおけるにおけるにおける自立活動自立活動自立活動自立活動のののの内容内容内容内容をイメージしやすいようにをイメージしやすいようにをイメージしやすいようにをイメージしやすいように，，，，４４４４つのつのつのつの視点視点視点視点ごとにごとにごとにごとに具体的具体的具体的具体的なななな活動活動活動活動をまとをまとをまとをまと

めてめてめてめて他者他者他者他者とのかかわりにとのかかわりにとのかかわりにとのかかわりに関関関関するするするする指導内容表指導内容表指導内容表指導内容表をををを作成作成作成作成しましたしましたしましたしました。。。。

他者とのかかわりに関する指導内容表には，指導の目標（ねらい）を達成するために必要な指指指指

導内容導内容導内容導内容，具体的具体的具体的具体的なななな指導内容指導内容指導内容指導内容，指導場面例指導場面例指導場面例指導場面例，指導上指導上指導上指導上のののの留意点留意点留意点留意点が書いてあります。

私は，太郎さんの学校生活の充実や就労実現を考えながら，「「「「言語等言語等言語等言語等によるによるによるによる表出表出表出表出」」」」に注目しまし

た。具体的な指導内容の「「「「簡単簡単簡単簡単なななな言葉言葉言葉言葉でででで要求要求要求要求をををを訴訴訴訴えるえるえるえる」」」」ことから，「「「「身近身近身近身近なななな人人人人にににに自分自分自分自分のののの要求要求要求要求をををを

正正正正しいしいしいしい言葉言葉言葉言葉でででで伝伝伝伝えるえるえるえる」」」」を指導の目標（ねらい）にしました。

他者他者他者他者とのかかわりにとのかかわりにとのかかわりにとのかかわりに関関関関するするするする指導内容表指導内容表指導内容表指導内容表をををを活用活用活用活用したしたしたした，，，，指導指導指導指導のののの目標目標目標目標（（（（ねらいねらいねらいねらい））））のののの設定例設定例設定例設定例




