
１３  特 別 支 援 教 育 

 

１ 特別支援教育とは 

学校教育法等の一部改正（平成１９年４月施行）により、障がいの程度等に応じ特別の場で

指導を行う「特殊教育」から、児童生徒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「特別支援教育」への転換が図られ、その理念が示された。 

 

１．特別支援教育の理念 

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援す

るという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、

生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである。 

また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れのない発

達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実施さ

れるものである。 

さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害の有無やそ

の他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎とな

るものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持っている。 

（「特別支援教育の推進について（通知）」（文部科学省 平成１９年４月）） 

 

鳥取県では、「共に学び、共に暮らし、共に生きる」を合言葉に、一人一人のニーズに応じ

た特別支援教育の充実のための体制整備を進め、切れ目ない支援をめざして取り組んでいる。 

 

 

鳥取県の特別支援教育体制整備（令和３年５月現在） 
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２ 特別支援教育を行うための体制の整備及び必要な取組 

各学校において、次の体制の整備及び取組を行う必要がある。 

（１）特別支援教育に関する校内委員会の設置 

①発達障がいを含む障がいのある幼児児童生徒の実態把握や支援方策の検討等を行うため、

校内に特別支援教育に関する委員会を設置すること。 

②委員会は、校長、教頭、特別支援教育主任（コーディネーター・担当）※１、教務主任、生

徒指導主事、通級指導教室担当教員、特別支援学級教員、養護教諭、対象の幼児児童生徒

の学級担任、学年主任、その他必要と思われる者などで構成すること。 

③特別支援学校においては、他の学校の支援（特別支援学校のセンター的機能）も含めた組

織的な対応が可能な体制づくりを進めること。 

（２）実態把握 

①在籍する幼児児童生徒の実態の把握に努め、特別な支援を必要とする幼児児童生徒の存在

や状態を確かめること。 

②特別な支援が必要と考えられる幼児児童生徒については、特別支援教育主任（コーディネ

ーター・担当）等と検討を行った上で、保護者の理解を得ることができるよう慎重に説明

を行い、学校や家庭で必要な支援や配慮について、保護者と連携して検討を進めること。 

③特に幼稚園、小学校においては、発達障がい等の障がいは早期発見・早期支援が重要であ

ることに留意し、実態把握や必要な支援を着実に行うこと。 

（３）特別支援教育主任（コーディネーター・担当）の指名 

①各学校の校長は、特別支援教育のコーディネーター的な役割を担う教員を「特別支援教育

主任（コーディネーター・担当）」に指名し、校務分掌に明確に位置付けること。 

②特別支援教育主任（コーディネーター・担当）は、各学校における特別支援教育の推進の

ため、主に、校内委員会・校内研修の企画・運営、関係諸機関・学校との連絡・調整、保

護者からの相談窓口などの役割を担うこと。 

（４）関係機関との連携を図った「個別の教育支援計画」※２の策定と活用 

①特別支援学校においては、長期的な視点に立ち、乳幼児期から学校卒業後まで一貫した教

育的支援を行うため、医療、福祉、労働等の様々な側面からの取組を含めた「個別の教育

支援計画」を活用した効果的な支援を進めること。 

②小・中学校等においても、特別な配慮を必要とする幼児児童生徒について「個別の教育支

援計画」を策定（特別支援学級在籍児童生徒及び通級による指導を受ける児童生徒は必須）

するなど、関係機関と連携を図った効果的な支援を進めること。 

（５）「個別の指導計画」※３の作成 

①特別支援学校においては、幼児児童生徒の障がいの重度・重複化、多様化等に対応した教

育を一層進めるため、「個別の指導計画」を活用した一層の指導の充実を進めること。 

②小・中学校等においても、特別な配慮を必要とする幼児児童生徒について「個別の指導計

画」を作成（特別支援学級在籍児童生徒及び通級による指導を受ける児童生徒は必須）す

るなど、一人一人に応じた教育を進めること。 

（６）教員の専門性の向上 

①各学校は、校内での研修を実施したり、教員を校外での研修に参加させたりすることによ

り特別支援教育に関する専門性の向上に努めること。 

②教員は、一定の研修を修了した後でも、より専門性の高い研修を受講したり、自ら最新の

情報を収集したりするなどして、継続的に専門性の向上に努めること。 

 
※１鳥取県では特別支援教育のコーディネーター的な役割を担う教員を小中学校及び義務教育学校では「特

別支援教育主任」、特別支援学校では「特別支援教育コーディネーター」、高等学校では「特別支援教育
担当」と呼んでいる。 
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※２「個別の教育支援計画」…学校と他機関との連携を図るための長期的な視点に立った計画であり、障が
いのある子どもの一人一人のニーズを正確に把握し、教育の視点から適切に対応していくという考え
の下、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的確な支援を行うことを目的と
して策定される。 

※３「個別の指導計画」…障がいのある幼児児童生徒への指導を行うためのきめ細かい計画であり、幼児児
童生徒一人一人の教育的ニーズに対応して、指導目標や指導内容・方法を盛り込んだ指導計画。例え
ば、単元や学期、学年等ごとに作成され、各学校において、これに基づいた指導等が行われる。 

 

３ 特別な配慮を必要とする児童生徒の学びの場 

近年、全国的に特別支援学校や特別支援学級に在籍する幼児児童生徒は増加傾向にあり、通

級による指導を受けている児童生徒も平成５年度の制度開始以降増加を続けている。 

基本的には障がいのある幼児児童生徒と障がいのない幼児児童生徒が同じ場で共に育つ教

育を追求するとともに、教育的ニーズに最も的確にこたえる指導を提供することが重要である。

そのために、単に場を一緒にするのではなく、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が整備されている。 

 

（１）通常の学級 

文部科学省が平成２４年に実施した調査の結果によると、発達障がいの可能性のある特別

な教育的支援を必要とする児童生徒が、通常の学級に約６.５パーセント程度の割合で在籍し

ている可能性がある。 

発達障がいとは、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意

欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現

するもの」※４とされる。発達障がいについて正しく理解し、保護者、校内の教職員、ＬＤ等

専門員等※５と連携しながら適切な指導を行うことが求められる。 
 
※４発達障害者支援法における定義。ＤＳＭ－５では、自閉症、アスペルガー症候群等は、「自閉スペクト

ラム症」と分類されている。 
※５発達障がいのある又は可能性のある幼児児童生徒及びその在籍園・学校の教職員、保護者等への相談活

動や理解啓発にあたるとともに、小中学校等へ計画的に出かけて特別支援教育の校内（園内）支援体制
の機能の充実に向けて支援を行う。 

 

 
（「理解する～発達障害って何だろう～」（政府広報オンライン 令和３年１２月２日）） 
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（２）通級による指導 

   大部分の授業を在籍する通常の学級で受けながら、一部の時間で障がいに応じた特別な指

導を行う指導形態である。小学校・中学校では週８時間、高等学校では年間７単位を超えな

い範囲で特別な指導を行うことができる。本県では、平成３０年度より高等学校における通

級による指導が開始された。 

通級による指導の実施形態として、次の３つがある。 

・自校通級…対象児童生徒が自身の在籍する学校で指導を受ける形態 

・他校通級…対象児童生徒が他校の通級指導教室で指導を受ける形態 

・巡回指導…通級担当教員が対象児童生徒の在籍する学校に赴いて指導を行う形態 
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通級指導教室のある学校（令和４年度） 

東部 中部 西部 
〈小学校〉 
鳥取市立久松小学校（言語） 
鳥取市立湖山西小学校（言語） 
鳥取市立美保南小学校（発達） 
鳥取市立面影小学校（発達） 
鳥取市立湖山小学校（発達） 
鳥取市立浜坂小学校（発達） 
鳥取市立浜村小学校（発達） 
鳥取市立宮ノ下小学校（発達） 
鳥取市立稲葉山小学校（発達） 
岩美町立岩美北小学校（発達） 
八頭町立郡家西小学校（発達） 
智頭町立智頭小学校（発達） 
 
〈中学校〉 
鳥取市立南中学校（発達） 
鳥取市立湖東中学校（発達） 
 
〈県立学校〉 
鳥取聾学校（難聴・言語） 
白兎養護学校（発達） 
鳥取緑風高等学校（発達） 
智頭農林高等学校（発達） 

〈小学校〉 
倉吉市立上灘小学校（言語） 
倉吉市立小鴨小学校（言語） 
倉吉市立明倫小学校（発達） 
倉吉市立河北小学校（発達） 
湯梨浜町立羽合小学校（発達） 
三朝町立三朝小学校（発達） 
北栄町立大栄小学校（言語・発達） 
琴浦町立八橋小学校（発達） 
 
〈中学校〉 
三朝町立三朝中学校（発達） 
琴浦町立東伯中学校（発達） 
 
〈県立学校〉 
倉吉養護学校（発達） 
鳥取聾学校さんさん教室 

（難聴・言語） 
※鳥取盲・聾学校附属教育支援
センターわくわくに設置 

倉吉総合産業高等学校（発達） 

〈小学校〉 
米子市立啓成小学校（言語） 
米子市立明道小学校（発達） 
米子市伯仙小学校（発達） 
米子市立弓ヶ浜小学校（発達） 
米子市立車尾小学校（発達） 
米子市立福米東小学校（発達） 
米子市立尚徳小学校（発達） 
米子市立彦名小学校（発達） 
境港市立余子小学校（言語） 
境港市立境小学校（発達） 
南部町立西伯小学校（発達） 
伯耆町立岸本小学校（発達） 
大山町立名和小学校（発達） 
 
〈中学校〉 
米子市立湊山中学校（発達） 
米子市立尚徳中学校（発達） 
境港市第三中学校（発達） 
大山町立大山中学校（発達） 
 
〈県立学校〉 
鳥取聾学校ひまわり分校 

（難聴・言語） 
米子養護学校（発達） 
米子白鳳高等学校（発達） 
日野高等学校（発達） 

 

（３）特別支援学級 

児童生徒の障がいの状態等に即した指導を行うために、障がい種別に少人数（本県では１

学級７人以内）の学級編成になっている。特別支援学級の教育課程は、基本的には、小・中

学校の学習指導要領に基づいて編成されるが、特に必要がある場合には、特別支援学校の小・

中学部の学習指導要領によることができる。 

 

①特別支援学級の種類 

・知的障がい特別支援学級       ・難聴特別支援学級 

・肢体不自由特別支援学級       ・言語障がい特別支援学級 

・病弱・身体虚弱特別支援学級     ・自閉症・情緒障がい特別支援学級 

・弱視特別支援学級 

   

②院内学級（病院内に教室を置く病弱・身体虚弱特別支援学級） 

    疾患等により医療施設に入院している児童生徒の病気の状態等に応じ、健康状態の回

復・改善を図る指導等を行う。 

 

院内学級のある学校 

東部（鳥取市立病院内） 中部（県立厚生病院内） 西部（鳥大医学部附属病院内） 

鳥取市立美保南小学校 

鳥取市立南中学校 

倉吉市立上灘小学校 

倉吉市立東中学校 

米子市立就将小学校 

米子市立湊山中学校 
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（４）特別支援学校 

幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を行うとともに、障がいによる学習上

又は生活上の困難を改善・克服し自立を図るために必要な知識技能を養うことを目的とした

教育を行う。 

小学部・中学部・高等部があり、学校によっては幼稚部や専攻科もある。障がいの状態等

により通学することが著しく困難な児童生徒について、教員を家庭等に派遣して指導を行う

「訪問教育」を行っている学校がある。 

 

 

県内の特別支援学校（令和４年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 就学先の決定について 

就学先決定においては、市町村教育委員会が、本人・保護者に対し十分な情報提供をしつつ、

本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が教育的ニー

ズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とした上で、最終的には市町村教育委員会

が、児童生徒の就学先を決定する。 

就学先決定にあたっては、早期からの十分な情報提供や個別の教育支援計画の作成と活用に

よる支援を進めること、また就学先決定後も就学先等の柔軟な見直しを行うこと等が大切であ

る。なお、鳥取県においては鳥取県特別支援教育推進委員会就学支援分科会を設置している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東部 中部 西部 

①県立鳥取盲学校（視覚障がい） 

②県立鳥取聾学校（聴覚障がい） 

③県立鳥取養護学校 

（病弱・肢体不自由） 

④鳥取大学附属特別支援学校 

（知的障がい） 

⑤県立白兎養護学校（知的障がい） 

⑥県立倉吉養護学校 

（知的障がい・肢体不自由） 

⑦県立琴の浦高等特別支援学校 

（知的障がい） 

⑧県立米子養護学校（知的障がい） 

⑨県立鳥取聾学校ひまわり分校 

（聴覚障がい） 

⑩県立皆生養護学校 

（肢体不自由・病弱） 
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（障害のある子供の教育支援の手引～子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの

充実に向けて～（文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 令和３年６月）） 

 

【就学可能な障がいの種類等についての規定】 

 ・特別支援学校…学校教育法施行令第２２条の３ 

 ・特別支援学級、通級による指導…「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援

について（通知）」（２５文科初第７５６号） 

 

５ 自立活動の指導 

特別支援学校、特別支援学級、通級による指導の教育課程には、小学校や中学校等の教科等

に加えて「自立活動」という領域が特別に設けられている。 

自立活動の指導に当たっては、個々の幼児児童生徒の障がいの状態や発達段階等の的確な実
態把握に基づき、指導の目標及び内容を明確にし、個別の指導計画を作成する。実態把握から
指導の目標及び内容を設定する手順については、「特別支援学校学習指導要領解説 自立活動
編（文部科学省 平成３０年３月）」を参照されたい。 

 

（１）自立活動の目標 

個々の児童又は生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改

善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基

盤を培う。 
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（２）自立活動の内容（６区分２７項目） 

区分 項目 

１ 健康の保持 

（１）生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。 

（２）病気の状態の理解と生活管理に関すること。 

（３）身体各部の状態の理解と養護に関すること。 

（４）障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること。 

（５）健康状態の維持・改善に関すること。 

２ 心理的な安定 

（１）情緒の安定に関すること。 

（２）状況の理解と変化への対応に関すること。 

（３）障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲 

に関すること。 

３ 人間関係の形成 

（１）他者とのかかわりの基礎に関すること。 

（２）他者の意図や感情の理解に関すること。 

（３）自己の理解と行動の調整に関すること。 

（４）集団への参加の基礎に関すること。 

４ 環境の把握 

（１）保有する感覚の活用に関すること。 

（２）感覚や認知の特性についての理解と対応に関すること。 

（３）感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。 

（４）感覚を総合的に活用した周囲の状況についての把握と状況 

に応じた行動に関すること。 

（５）認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。 

５ 身体の動き 

（１）姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。 

（２）姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。 

（３）日常生活に必要な基本動作に関すること。 

（４）身体の移動能力に関すること。 

（５）作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。 

６ コミュニケーション 

（１）コミュニケーションの基礎的能力に関すること。 

（２）言語の受容と表出に関すること。 

（３）言語の形成と活用に関すること。 

（４）コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。 

（５）状況に応じたコミュニケーションに関すること。 

 

 

６ 医療的ケアの推進 

 文部科学省は、学校における医療的ケアについて、「医療的ケア」とは、一般的に学校や在宅等

で日常的に行われている、たんの吸引・経管栄養・気管切開部の衛生管理等の医行為と示している。 

特別支援学校に在籍する医療的ケア児が年々増加するとともに、小・中学校等においても医療的

ケア児が在籍するようになってきている。また、人工呼吸器の管理等の高度な医療的ケアを必要と

する医療的ケア児も増えている。 

園・学校において、安全に医療的ケアを実施するために、医療的ケアに係る各関係者が相互に連

携協力しながらそれぞれの役割において責任を果たしていくことが求められる。 

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を

明らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係る施策並びに医療的ケア児支援センターの指定等

に定めることにより、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資し、

もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的として「医療

的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行された。（令和３年９月１８日） 
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 出典 法律の概要（厚生労働省） 

 
７ 職業教育・キャリア教育／ふるさとキャリア教育の充実 

特別支援学校高等部を中心に、生徒一人一人の能力、適性、障がいの状態等に応じた職業教

育が実施されている。例えば、鳥取盲学校の保健理療科、専攻科理療科、鳥取聾学校の産業工

芸科、生活デザイン科での職業教育がある。平成２５年４月に開校した琴の浦高等特別支援学

校においては、生産流通科、サービスビジネス科が設置され、知的障がいのある生徒全員の企

業就労をめざした職業教育を推進している。 

キャリア教育／ふるさとキャリア教育の推進にあたっては、児童生徒が、学ぶことと自己の

将来とのつながりを見通しながら、鳥取県に誇りと愛着を持ち、社会的・職業的自立に向けて

必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、特別活動を要とした指導の

充実が求められている。 

 

８ 共生社会の実現をめざして 

（１）交流及び共同学習の推進 

特別支援学校や小・中学校等が、それぞれの学校の教育課程に位置付けて、障がいのある者

とない者が共に活動する交流及び共同学習は、障がいのある児童生徒の経験を広め、社会性を

養い、豊かな人間性を育てる上で、大きな意義を有しているとともに、双方の児童生徒にとっ

て、意義深い教育活動である。 

内容としては、例えば、小・中学校等と学校行事やクラブ活動、部活動、自然体験活動、ボ

ランティア活動などを合同で行ったり、文通や作品の交換、コンピュータや情報通信ネットワ

ークなどを活用してコミュニケーションを深めたりすることなどが考えられる。また、校内の

特別支援学級と通常の学級においても、方法を工夫しながら、学校生活の様々な場面での実施
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が期待される。いずれにしても、相互の触れ合いを通じて豊かな人間性を育むことを目的とす

る交流の側面と、教科等のねらいの達成を目的とする共同学習の側面があり、この二つの側面

を分かちがたいものとして捉え、推進することが必要である。 

交流及び共同学習は、障がいの有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生

きと活躍できる「心のバリアフリー」※5の実現に向けて極めて重要である。 

 
※５「心のバリアフリー」とは、様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めよう

とコミュニケーションをとり、支え合うこと 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「心のバリアフリーノート（小学生用）」（文部科学省 令和元年）） 

 
（２）合理的配慮と基礎的環境整備 

「合理的配慮」とは、「障がいのある子どもが、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
うことであり、障がい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」であり、「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」とされる。なお、障害者権利条約において、「合
理的配慮」の否定は、障がいを理由とする差別に含まれるとされていることに留意する必要が
ある。 
障がい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。 
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９ 特別支援教育におけるＩＣＴ活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校における合理的配慮の観点 ３観点１１項目 
①教育内容・方法 
 ①－１ 教育内容 
 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 教育方法 
 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 

基礎的環境整備 ８項目 
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 
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【参考資料】 

◇「特別支援教育の手引」（鳥取県教育委員会 令和４年３月改訂） 

◇就学事務の手引（鳥取県教育委員会 令和４年３月改訂） 

◇「鳥取県の特別支援教育－理解と啓発のために－（鳥取県教育委員会） 

◇「交流及び共同学習ガイド」（文部科学省 平成３１年３月） 

◇「発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン」 

（文部科学省 平成２９年３月） 

◇インクルＤＢ（インクルーシブ教育システム構築支援データベース） 

 （国立特別支援教育総合研究所ホームページ） 
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１４  キャリア教育／ふるさとキャリア教育 

 

１ キャリア教育 

（１）キャリア教育の定義 

 一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることをとお

して、キャリア発達 ※ を促す教育 

※キャリア発達とは、「社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現して

いく過程」をいう。 

 

キャリア教育は、子ども・若者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能力や態度を育てることをめざすものである。キャリア教育を

より分かりやすく言い換えれば、「子ども・若者が、社会の一員としての役割を果たすとともに、

それぞれの個性、持ち味を最大限発揮しながら、自立して生きていくために必要な能力や態度を

育てる教育」と表すこともできる。 

 

 

（２）キャリア教育が必要となった背景と課題 

 
 

 

  ○中央教育審議会答申（平成２８年１２月２１日）で、キャリア教育の理念が浸透してきている

一方、次のような課題を指摘 

・職場体験活動のみをもってキャリア教育を行ったものとしているのではないか 

・社会への接続を考慮せず、次の学校段階への進学のみを見据えた指導を行っているのでは 

ないか 

・職業を通じて未来の社会を創り上げていくという視点に乏しく、特定の既存組織のこれま 

での在り方を前提に指導が行われているのではないか 

・将来の夢を描くことばかりに力点が置かれ、「働くこと」の現実や必要な資質・能力の育成 

につなげていく指導が軽視されていたりするのではないか 

 

子どもたちが社会の激しい変化に流されることなく、それぞれが直面するであろう様々な課題

に柔軟かつたくましく対応し、社会人として自立していくことができるよう、キャリア教育の充

実が求められている。 
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（３）学習指導要領におけるキャリア教育の位置付け 

児童生徒一人一人の発達を支える観点から、キャリア教育の充実について学習指導要領には

以下のように示されている。 

 

【小学校】 

児童が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に

向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、特別活動を要

としつつ各教科等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図ること。 

 

  【中学校】 

生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に

向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、特別活動を要

としつつ各教科等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図ること。その中で、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、組織的かつ計画的な進路指導を行うこと。 

 

  【高等学校】 

生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に

向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、特別活動を要

としつつ各教科・科目等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図ること。その中で、

生徒が自己の在り方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、組織的かつ計画的な進路指導を行うこと。 

 

  【特別支援学校小学部・中学部】 

児童又は生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業

的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、特別

活動を要としつつ各教科等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図ること。その中で、

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、組織的かつ計画的な進路指導を行うこと。 

 

  【特別支援学校高等部】 

生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に

向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、特別活動を要

としつつ各教科・科目等又は各教科等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図ること。

その中で、生徒が自己の在り方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、組織的かつ計画的な進路指導を行うこと。その際、家庭及

び地域や福祉、労働等の業務を行う関係機関との連携を十分に図ること。 

 

   小学校・中学校学習指導要領及び特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（平成２９年告

示）では、「特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じてキャリア教育の充実を図ること」

が初めて明記された。このことから、小学校（小学部）、中学校（中学部）、高等学校（高等

部）の各学校（学部）段階において、系統性のある指導の重要性が強調されていることがわか

る。 

また、学級活動（ホームルーム活動）の内容（３）として、「一人一人のキャリア形成と自

己実現」が位置付けられている。 
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（４）キャリア教育をとおして育てる「基礎的・汎用的能力」とは何か 

 

「基礎的・汎用的能力」は、「人間関係形成・社会形成能力」「自己理解・自己管理能力」「課題

対応能力」「キャリアプランニング能力」の４つの能力によって構成される。 

・４つの能力は、それぞれが独立したものではなく、相互に関連・依存した関係にある 

・４つの能力は、すべての者が同じ程度あるいは均一に身に付けることを求めるものではない 

・どのようなまとまりで、どの程度身につけさせるかは、学校や地域の特色、専攻分野の特性や子ども・若

者の発達の段階によって異なる 

 

 

【人間関係形成・社会形成能力】 【自己理解・自己管理能力】 

多様な他者の考えや立場を理解し、相手の意

見を聴いて自分の考えを正確に伝えることがで

きるとともに、自分の置かれている状況を受け

止め、役割を果たしつつ他者と協力・協働して

社会に参画し、今後の社会を積極的に形成する

ことができる力である。 

例えば、他者の個性を理解する力、他者に働 

きかける力、コミュニケーション・スキル、チ

ームワーク、リーダーシップ等が挙げられる。 

自分が「できること」「意義を感じること」

「したいこと」について、社会との相互関係を

保ちつつ、今後の自分自身の可能性を含めた肯

定的な理解に基づき主体的に行動すると同時

に、自らの思考や感情を律し、かつ、今後の成

長のために進んで学ぼうとする力である。 

例えば、自己の役割の理解、前向きに考える 

力、自己の動機付け、忍耐力、ストレスマネジ

メント、主体的行動等が挙げられる。 

【課題対応能力】 【キャリアプランニング能力】 

仕事をする上での様々な課題を発見・分析し、

適切な計画を立ててその課題を処理し、解決す

ることができる力である。 

例えば、情報の理解・選択・処理等、本質の

理解、原因の追究、課題発見、計画立案、実行

力、評価・改善等が挙げられる。 

「働くこと」の意義を理解し、自らが果たす

べき様々な立場や役割との関連を踏まえて「働

くこと」を位置付け、多様な生き方に関する様

々な情報を適切に取捨選択・活用しながら、自

ら主体的に判断してキャリアを形成していく力

である。 

例えば、学ぶこと・働くことの意義や役割の

理解、多様性の理解、将来設計、選択、行動と

改善等が挙げられる。 
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２ 各学校段階におけるキャリア教育 

キャリア教育の目標設定にあたっては、地域・学校の特色を生かし、児童生徒の実態とキャリア

教育で育成をめざす資質・能力とを整理した上で設定することが大切である。その際、小学校・中

学校・高等学校におけるキャリア発達を参考にすると、系統性を踏まえた指導につながる。 

 

小学校・中学校・高等学校におけるキャリア発達 

 
 

【教育課程編成にあたって】 

【特別活動を要とする】 【学校と社会との接続を意識する】 

学級活動を中核としながら、総合的な学習の

時間や学校行事、特別の教科 道徳や各教科に

おける学習を生かす。 

例）小学校 第５学年 特別活動「よりよい学級づ

くり」（学級活動 ２内容（３）） 

 

 

次の学校段階への進学のみを見据えた指導

ではなく、職業を通じて未来の社会を創り上げ

ていくという視点をもつ。 

例）中学校 第３学年 特別活動「人はなぜ働くの

か」（学級活動 ２内容（３）） 

例）高等学校 特別活動「進路選択と将来設計」（ホ

ームルーム活動 ２内容（３）） 

 

 

教科・科目等の学習指導において、自己のキ

ャリア形成の方向性と関連づけながら、見通し

や振り返りを意識する。 

例）中学校 第３学年 社会「よりよい社会をめざ

して」（Ｄ私たちと国際社会の諸課題（２）） 

例）高等学校 公民科 公共「公共的な空間を作る

私たち」（Ａ公共の扉（１）） 

 

各学校が育成をめざす資質・能力を共有し、

地域全体で子どもの社会的・職業的自立に向け

た基盤を作っていく。 

例）小学校 第４学年 社会「住みよいくらしをつ

くる」（２内容（５）） 

【見通しを持ったり振り返ったりする】 【地域との連携・協働を進める】 

 

 

 

小・中・高等学校を見通した、かつ、学校の教育活動全体を通じた取組 
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（１）小学校におけるキャリア教育 

小学校におけるキャリア発達段階は、「進路の探索・選択にかかる基盤形成の時期」として、

４点が示されている。 

○自己及び他者への積極的関心の形成・発展 

他者とコミュニケーションをとる能力・態度を中心に、挨拶や返事、応答の仕方などの基

本的な生活習慣の確立や、遊びや集団活動をとおしての人間関係形成能力の育成など、具体

的な目標を設定することが望まれる。 

○身のまわりの仕事や環境への関心・意欲の向上 

かかわり合う人への関心や働いていることの理解、感謝する気持ちの高揚など、仕事に関

する知識を広げるだけではなく、意識面での成長を促す必要がある。また、仕事の大切さに

ついて理解を深めることは将来設計能力の促進にもつながり、将来の仕事に対する関心・意

欲を高めることができる。 

○夢や希望、憧れる自己のイメージの獲得 

働くことの価値を形成し、社会の分業についての理解を深めることや、自分の仕事を自分

で意思決定する能力を高めることを目標としたい。集団において役割を果たすことの有用感

や誰かの世話になっていることへの感謝の気持ちを基盤に、仕事をすることのすばらしさを

感じ取らせたい。また、自分のやりたいことや将来の希望など、自己実現に向けて努力する

意欲をもたせることも大切である。 

○勤労を重んじ目標に向かって努力する態度の育成 

集団や社会のために働いている人の存在を理解し、感謝の気持ちを高めるとともに、自分

の役割について考え、自分の能力を生かして積極的に仕事をする意識や態度を育てることを

目標としたい。学年が進むにつれて視野が広がり、行動範囲も広くなることから、接する人

も増えることが予想される。情報量も増加し、それらを整理・活用する情報活用能力や、正

しく判断する能力や意思決定能力も求められる。 

 

 

低学年 中学年 高学年 

①小学校生活に適応する。 

②身の回りの事象への関心を

高める。 

③自分の好きなことを見付け

てのびのびと活動する。 

①友達と協力して活動する中

で関わりを深める 

②自分のよさを発揮し、役割

を自覚する。 

①自分の役割や責任を果た

し、役に立つ喜びを体得す

る。 

②集団の中で自己を活かす。 

③社会と自己の関わりから、

自らの夢や希望をふくらま

せる。 
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（２）中学校におけるキャリア教育 

中学校段階は「現実的探索と暫定的選択の時期」であり、「肯定的自己理解と自己有用感の獲

得」「興味・関心等に基づく勤労観・職業観の形成」「進路計画の立案と暫定的選択」「生き方

や進路に関する現実的探索」が中心的なキャリア発達課題となる。 

 

○第１学年の生徒は、新しく始まる中学校生活へ大きな期待を抱きながら入学してくる。初め

ての教科担任制による授業、部活動、定期考査など小学校とは大きく違う学校生活が始まる。

そこで、ガイダンスの機能を十分に働かせながら、「中１ギャップ」などの問題を解決し、

小学校から中学校への円滑な適応を図っていくことが求められる。また、学校行事や生徒会

活動など集団の中で役割を担って活動する場面が多くなり、人間関係が拡大する時期でもあ

る。他者とのかかわりの中で自己をよく理解し、他者の個性を尊重し、より良い人間関係を

築いていこうとする能力や態度を育てていくことが重要である。さらに、職業調べや職場訪

問などの活動をとおして、社会の様々な職業についての視野を広め、将来に対する夢やあこ

がれを抱いて、その実現に向けて努力する態度を育てていくことも大切である。 

 

○第２学年の生徒は、学校生活にも慣れ、新入生を迎え、中学生活にやりがいを感じ、中堅学

年として充実した生活を送ることのできる学年である。そこで、中堅学年としての学校生活

における立場や役割を自覚させ、新たな希望や抱負をもって、有意義な学校生活を送るよう

にすることが大切である。そのためには、自分の特性や能力を生かしながら、充実した学校

生活を自分でデザインし、何事にも意欲的に取り組もうという心構えをもたせるとともに、

職場体験活動等に参加する機会をとらえて、社会と自分とのつながりについても考えさせる

必要がある。 

 

○第３学年の生徒は、義務教育の最終学年であると同時に、自らの将来について深く考える学

年である。自己の将来設計に基づく具体的な進路選択の時期を迎え、高等学校入学者選抜を

始めとする具体的な進路選択に直面し、意志決定を迫られる。このように人生における重大

な選択の時を迎えることになるため、生徒によっては時に精神的な余裕がもてなくなる場合

がある。そこで、最上級生であるという自覚のもと、希望と抱負をもって中学校生活の最終

学年を送っていこうとする心構えと現実を見つめる決意をもち、自らの課題に積極的に取り

組み、主体的に解決しようとする姿勢が大切になる。 
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（３）高等学校におけるキャリア教育 

高校生のキャリア発達段階は、「現実的探索・試行と社会的移行準備の時期」であり、「自

己理解の深化と自己受容」、「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

会的移行の準備」、「進路の現実吟味と試行的参加」が中心的なキャリア発達課題となる。各学

校では、次のような視点を踏まえて学習の取組を計画することが必要である。 

 

（１）社会的・職業的に自立するために必要な基盤となる能力や態度を育成する 

高等学校の時期は社会人・職業人として自立が迫られる時期であるという側面から見て、社会人

・職業人に共通して必要な能力や態度の育成がとりわけ重要な意味を持つ。この能力や態度の育

成は、新たな教育内容を付加するというよりも、本来は現在行っている教育の中で行われるべきも

のであるが、これまでは十分に意識されてこなかったともいえる。この能力や態度を各学校でどの

程度育成するのか、地域や学校、生徒の実態に即しつつ、学校ごとに到達目標を明確に設定する

ことが求められる。 

（２）キャリアを積み上げていく上で必要な知識等を、教科・科目等を通じて理解させる 

高等学校段階は、学校と家庭以外での生活や社会の中での活動が増える時期にもかかわらず、

現在の高校生は社会の仕組みや様々な状況に対処する方法を十分には身に付けていないと指摘

されており、知識として学ぶことと体験をとおして学ぶことの両面から、現実社会の厳しさも含めて、

一人一人の将来に実感のあるものとして伝えることが特に重要である。 

例えば、公民科や家庭科等を通じて、①今日の社会が分業によって成り立っており、職に就き、

働くことをとおしてその一端を担い、人々が相互に支え合っていることを理解すること、②労働者と

しての権利や義務、雇用契約の法的意味、求人情報の獲得方法、人権侵害等への対処方法、相

談機関等に関する情報や知識などとともに、人の一生の中で大きな要素となる「仕事」と「家庭生

活」の調和の取れたライフスタイルを創造するために必要な知識などを学習することが必要である。

その際、これらの知識は、一人一人の将来に直接関わる実感のあるものとして伝えることが特に重

要である。 

（３）体験的な学習の機会を設ける 

卒業生・地域の職業人等とのインタビューや対話、就業体験活動などを、計画的・系統的なキャリ

ア教育の一環として十分に提供し、これらの啓発的な経験をとおして、進路を研究し、自己の適性

の理解、将来設計の具体化を図らせる。具体的に人や現場をとおして、自己と社会の双方につい

ての多様な気付きや発見を経験させ、自らの将来を考えさせることが効果的と考えられる。 

（４）生徒が自らの価値観を形成し、とりわけ勤労観・職業観を確立できるようにする 

自らの人生の中で「働くこと」にどれだけの重要性や意味を持たせるのかは、最終的には自分で

決めることである。その決定の際に中心となる勤労観・職業観も、押し付けられるものではなく、様々

な学習や体験を通じて自らが考えていく中で形成・確立されるものである。これまで指摘してきたよ

うな学習をとおして、働くことの重要性や意義を理解し、生徒一人一人がそれぞれの勤労観・職業

観を確立し、人生観・社会観などを含んだ価値観を形成できるようにしていくことが必要である。 

 

高等学校段階におけるキャリア発達の特徴の例 
 

入学から在学期間半ば頃まで 在学期間半ば頃から卒業を間近にする頃まで 

● 新しい環境に適応するとともに他者との望ましい 

人間関係を構築する。 

● 新たな環境の中で自らの役割を自覚し、積極的に 

役割を果たす。 

● 学習活動を通して自らの勤労観、職業観について 

価値観の形成を図る。 

● 様々な情報を収集し、それに基づいて自分の将来 

 について暫定的に決定する。 

● 進路希望を実現するための諸条件や課題を理解

し、検討する。 

● 将来設計を立案し、今取り組むべき学習や活動を 

理解し実行に移す。 

● 他者の価値観や個性を理解し、自分との差異を見 

つめつつ受容する。 

● 卒業後の進路について多面的・多角的に情報を集 

め、検討する。 

● 自分の能力・適性を的確に判断し、自らの将来設計 

に基づいて、高校卒業後の進路について決定する。 

● 進路実現のために今取り組むべき課題は何かを考 

え、実行に移す。 

● 理想と現実との葛藤や経験等を通し、様々な困難 

を克服するスキルを身に付ける。 
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（４）特別支援教育とキャリア教育 

○障がいのある児童生徒については、先述の各学校段階において示した考え方に加え、個々の

障がいの状態に応じたきめ細かい指導・支援の下で、適切なキャリア教育を行うことが重要

である。 

○障がいのある児童生徒については、自己の抱える学習や社会生活上の困難について総合的に

適切な認識・理解を深め、困難さを乗り越えるための能力や対処方法を身に付けるとともに、

職業適性を幅広く切り開くことができるよう、個々の特性・ニーズにきめ細かく対応し、職

場体験活動の機会の拡大や体系的なソーシャルスキルトレーニングの導入等、適切な指導や

支援を行うことが必要である。 

○その際、学校は、医療・福祉・保健・労働等の関係機関との連携により作成した個別の教育

支援計画を活用して、児童生徒や保護者の希望も尊重しながら、児童生徒が主体的に自らの

進路を選択・決定できるよう、適切な時期に必要な情報を提供するなど、進路指導の充実に

努めることが重要である。 

○高等部においては、個々の障がいの状態に応じたきめ細かい指導・支援の下で、適切なキャ

リア教育・職業教育を行うことが重要である。 

○各学校においては、学習指導要領の趣旨をふまえ、時代のニーズに合った就業につながる職

業教育に関する教育課程の見直しや、就業に向けた支援方法の開発を推進することが必要で

ある。 

○また、個々の生徒の個性・ニーズにきめ細かく対応し、職場体験活動の機会の拡大や体系的

なソーシャルスキルトレーニングの導入等、適切な指導や支援を行うことが必要である。 

 

 

（５）「キャリア・パスポート」の作成及び活用について 

○「キャリア・パスポート」とは、児童生徒が、小学校から高等学校までのキャリア教育に関わ

る諸活動について、特別活動の学級活動及びホームルーム活動を中心として、各教科等と往還

し、自らの学習状況やキャリア形成を見通したり振り返ったりしながら、自身の変容や成長を

自己評価できるよう工夫されたポートフォリオのことである。 

その記述や自己評価の指導にあたっては、教師が対話的に関わり、児童生徒一人一人の目標

修正などの改善を支援し、個性を伸ばす指導へとつなげながら、学校、家庭及び地域における

学びを自己のキャリア形成に生かそうとする態度を養うよう努めなければならない。 

 

キャリア・パスポートを作成する目的 

〇小学校から高等学校を通じて、児童生徒にとっては、自らの学習状況やキャリア形成を見通し

たり、振り返ったりして、自己評価を行うとともに、主体的に学びに向かう力を育み、自己実

現につなぐ。 

〇教師にとっては、その記述をもとに対話的にかかわることによって、児童生徒の成長を促し、

系統的な指導に資する。 

 

○キャリア・パスポートの引継ぎについて、学年間の引継ぎは原則、教師間で行うこと、校種

間の引継ぎは原則、生徒を通じて行うこと。また、高等学校においては、卒業生がキャリア

・パスポートを、以降のキャリア形成に活用できるように、確実に本人に返却すること。 
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３ ふるさとキャリア教育 

  本県では、ふるさとに誇りと愛着を持ち、将来の本県を担う児童生徒を育成するため「ふるさ

とキャリア教育」をすべての教育施策の基軸として推進している。また、小学校から高等学校ま

で、児童生徒が自らの学習状況やキャリア形成を見直したり、振り返ったりするため、令和２年

４月からすべての学校で「キャリア・パスポート」の作成・活用が義務付けられたことを受け、

本県では「ふるさとキャリア教育」を推進していくツールとしても活用していく。 

 

（１）「ふるさとキャリア教育」でめざすところ 

○学校における教育活動全体をとおして、鳥取県における「ふるさと教育」を充実させ、子ども

たちがふるさと鳥取を学び、自らのアイデンティティの確立や自己肯定感を醸成することで、

ふるさと鳥取に根差して、グローバルな視点で考え行動することができる人材を育成する。 

○子どもたちが、鳥取県の豊かな自然、文化、地域で活躍している人や先人の生き方等をとおし

て、鳥取県に誇りと愛着を持ち、ふるさと鳥取をさらに継承・発展させようとする意欲や態度

を養う。 

○子どもたちがふるさと鳥取について学び、人口減少や地域活力の低下等、地域が抱える課題を

自ら考え、解決に向けて主体的に取り組む態度を育むことで、社会の変化に対応しながら新た

な価値を創造することができる人材を育成する。 

○ふるさと教育の視点を盛り込んだキャリア教育を充実し、子どもたちが自立し、自分らしい生

き方を実現するとともに、将来にわたりふるさと鳥取を思い、様々な場面でふるさと鳥取を支

えていくことができる人材を育成する。 
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（２）ふるさとキャリア教育に関する系統的な取組の推進について  
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【参考資料】 

◇「小学校キャリア教育の手引き」（文部科学省 令和４年３月） 

◇「令和２年度 鳥取県学校教育のめざすもの」（鳥取県教育委員会 令和２年３月） 

◇「特別支援学校高等部学習指導要領」（文部科学省 平成３１年２月） 

◇「高等学校学習指導要領」（文部科学省 平成３０年３月） 

◇「小学校学習指導要領」（文部科学省 平成２９年３月） 

◇「中学校学習指導要領」（文部科学省 平成２９年３月） 

◇「特別支援学校小学部・中学部学習指導要領」（文部科学省 平成２９年３月） 

◇「高等学校キャリア教育の手引き」（文部科学省 平成２３年１１月） 

◇「中学校キャリア教育の手引き」（文部科学省 平成２３年３月） 

◇「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）」 

（中央教育審議会 平成２３年１月） 

 

【その他、参考となるパンフレット、ＵＲＬ】 

◇「『キャリア教育・進路指導に関する総合的実態調査』－キャリア教育が促す『学習意欲』－」

（国立教育政策研究所 平成２６年３月） 

◇「キャリア教育をデザインする『今ある教育活動を生かしたキャリア教育』－小・中・高等学校

における年間指導計画作成のために－」（国立教育政策研究所 平成２４年８月） 

◇「学校の特色を生かして実践するキャリア教育－小・中・高等学校における基礎的・汎用的能力

の育成のために－」（国立教育政策研究所 平成２３年１１月） 

◇「自分を社会に生かし、自立を目指すキャリア教育－高等学校におけるキャリア教育推進のため

に」（国立教育政策研究所 平成２２年２月） 

◇「自分と社会をつなぎ、未来を拓くキャリア教育－中学校におけるキャリア教育推進のために」 

 （国立教育政策研究所 平成２１年１１月） 

◇「自分に気付き、未来を築くキャリア教育－小学校におけるキャリア教育推進のために」 

 （国立教育政策研究所 平成２１年３月） 

◇「進路指導・キャリア教育の更なる充実のための実践に役立つ資料」 

（国立教育政策研究所 ホームページ） 

 ＵＲＬ：https://www.nier.go.jp/04_kenkyu_annai/div09-shido.html 
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