
資料２：個別の指導計画 

平成○○年度  個別の指導計画      ○○小学校  ○○学級 

  
生育歴・相談歴及び現在の状況等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 ↓                              ↓ 

学年・児童名   ＊年 名前 Ａ 生年月日 平成＊年＊月＊日 
障害・疾病名 知的障害 

 
仲間と楽しく活動したい。 
友達と仲良く元気よく遊びたい。 
自分の思いを伝えたい。 

言語の力を伸ばしてほしい。 
交流を通して、社会性を身につけてほしい。

健康で伸び伸びと成長してほしい。 
基本的生活習慣を身につけてほしい。 

 
◇ 基本的生活習慣 身の回りの物を自分で片付けることができる。こぼさず食べることができる。

◇ 学習 表出言語を少しでも増やし、持ち前の表現意欲を活かし表現力を伸ばす。 
     ひらがなを読み書けるようにする。１０までの数の理解を進める。 
◇ 生活意欲 家庭での課題をやり切れるようにする。 
◇ 社会性 友達と仲良く関わりたいという思いを大切にし、少しでも友達との関係作りができる

      ようにする。 

   ＜生育歴・相談歴等＞ 
◇ 生育歴 
 歩行開始：・・・ 
 初語：・・・ 
◇ 病歴、相談歴 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
◇ 家族構成 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
◇ 家族状況 
・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 

    ＜現在の状況＞ 
◇ 発達の状況（個別検査等） 
個別知能検査・・・ 

◇ 認知・思考、心理の特徴 
・表出言語は少ないが理解言語はある。 
・何事にも意欲的である。 
・注意力に欠け視線が散る。 
◇ 行動の特徴 
・基本的生活習慣 
注意が散漫になり、身の回りの整理整頓が非常

に苦手である。 
・学習面 
言語訓練を続けており、喃語から言葉が出てき

た。 
・社会性 
自分の思いを表現したいという欲求は非常に強

い。 
・生活意欲、態度面 
何事にもやる気を見せる。運動面でも発達に遅

れがあるが運動意欲は強く、かなり速く走れる

ようになってきた。 

児童からの教育的ニーズ 保護者からの教育的ニーズ 

教師の願い



 
 
＜生活課題＞自分の物や身の回りの物に気を配ることができる。 
      持ち前の明るさを発揮し、友達と仲良く活動したり学習したりする態度を育てる。 
＜学習課題＞表現意欲を大切にし、表出言語を増やし表現力を高める。 
      ひらがなの読み書き、１０までの数量の理解を進める。鉛筆を使っていろいろな線を書く力

を育てる。 
                        ↓ 

【指導計画】 
◇長期目標 
①基本的生活習慣 身の回りに注意し、自分の物の整理整頓ができる。使った物の後片付けができる。 

          スプーンやフォークを使ってこぼさず食べることができる。 
②生活意欲・態度 友達と仲良く活動したり学習したりすることができる。 

          家庭での課題を習慣化することができる。 
③学習      鉛筆を使っていろいろな線を書くことができる。 

読んだり書いたりできるひらがなを増やす。 
          １０までの数を正しく数え、数字を書くことができる。 
          指示を正しく聞くことができる。表出言語を増やすことができる。  

短期目標（１学期） 指導方法／指導内容 評価観点・方法 達成評価 
上靴を履く習慣を身につ

けることができる。 
いつも上靴が履けているか

どうか見届け声をかける。 
教室移動するときに注意さ

せる。左右の確かめをする。

自分で気付いて履いてい

たときは褒める。 
履くところを見届けその

都度認めていく。 

立ったまま履け

るようになっ

た。習慣化はさ

れていない。 

① 
基

本

的 
生

活

習

慣 

食事のとき、スプーンや

フォークを使って落ち着

いて口に運ぶことができ

る。 

どれで食べるといいか常に

見届けていく。 
手元で指導しその場その場

で声をかけていく。 

慌てず口に運べたときは

褒めていく。 
よそ見をしないで食べて

いるか見届ける。 

落ち着いて食事で

きるようになって

きたが、こぼす量

は減った。 
友達と楽しく遊ぶことが

できる。言葉や身振りサ

インで伝えることができ

る。 

自分から友達と一緒に遊ぶ

ことを認めていく。トラブル

があったときはその場で話

していく。 

自分から関わっていくこ

とができたか。何かあっ

たとき教師の話をしっか

り聞けたか。 

学習室の子を自分

から誘ったりして

遊べた。伝えられ

ることができた。

② 
生

活

意

欲 

態

度 

家庭での宿題を習慣化す

ることができる。自分か

ら進んで取り組める。 

意欲的に取り組める家庭学

習に改善していく。 
宿題を毎日続けることがで

きているか。意欲的に取り

組めているか。 

きちんと取り組め

ている。日によっ

て差がある。 
鉛筆でなめらかに線を書

くことができる。顔の形

がとれる。 

線の学習プリント（なぞり）を

使い、繰り返し行うことによっ

て鉛筆の扱いに慣れさせる。 

よく見て、線のなぞりが

できたか見届ける。何が

苦手か見極める。 

単純な線なら、

正確になぞれ

た。 

５０音のうち身近なひら

がなから覚えることがで

きる。（読み書き） 

友達や先生の名前等、身近なひ

らがなから提示していく。絵カ

ード、ひらがなカードの活用。

繰り返し課題に取り組め

るよう励ます。苦手な文

字の形を把握する。 

自分から進んで

読み書きができ

た。 
１０までの数量を理解す

ることができる。 
具体物を使って数量を理解させる。操

作活動により数の感覚を培う。なぞり

を取り入れ数字を書けるようにする。

繰り返し課題に取り組めるよう

励ます。物に注視して学習に取り

組んでいるか見届ける。 

５までは数えられる

ことがあるが，1 対1
対応の理解が不十分

で5 以下でも間違え

ることがある。 

③

学

習 

「ぱ、ま，み，も」の発

音がはっきり言える。 
言語訓練を続け、口形や舌の動

きを高めていく。実際場面を通

して意識を高めていく。 

意欲的に言語訓練をするこ

とができたか。意識して発

音できたときは認めてい

く。 

「み」の発音が明

確になった。自分

で意識できた。 

生活課題並びに学習課題 



 

【指導計画】 
◇長期目標 （見直し） 
①基本的生活習慣 自他の物の区別がつき自分の学習用具や持ち物をロッカーや机の引き出しに片付ける

ことができる。使った物の後片付けができる。 
          スプーンやフォークを使ってこぼさず食べることができる。 

②生活意欲・態度 友達の好き嫌いをせず、名前を意識して呼んだり自分から関わったりして友達と仲良

く活動することができる。 
          家庭での課題を丁寧にすることができる。 

③学習      鉛筆を使っていろいろな線を書くことができる。 
読み書けるひらがなを増やすことができる。 

          ５までの数を正しく数え、数の理解を進めることができる。 
          指示を正しく聞くことができる。表出言語を増やすことができる。  

短期目標（２学期） 指導方法／指導内容 評価観点・方法 達成評価 
自分の物と他人の物が区

別できる。借りるときは、

貸してくださいと表現し

て使うことができる。 

自分の物を片付けるスペー

スを分かりやすくして意識

させる。「貸してください」

ときちんと言わせてから貸

す。 

自分から片付けたり場所

を意識できたりしたとき

はほめていく。自分から

言えたときも大いにほめ

る。 

こちらの言葉がけに

よって自他の区別が

できる。教室にある

物勝手に使っている

ことが多い。 

① 
基

本

的 
生

活

習

慣 

食事のとき、スプーンや

フォークを使って落ち着

いて口に運ぶことができ

る。 

どれで食べるといいか常に

見届けていく。 
手元で指導しその場その場

で声をかけていく。 

慌てず口に運べたときは

褒めていく。 
よそ見をしないで食べて

いるか見届ける。 

声かけによって 
食べこぼしや食器

の持ち方に気を配

ることができた。

名前を意識して呼んだり

友達とわけ隔てなく関わ

ったりして楽しく遊ぶこ

とができる。言葉やアク

ションで伝えることがで

きる。 

自分から友達と一緒に遊ぶ

ことを認めていく。トラブル

があったときはその場で話

していく。状況を本人なりに

理解しているか確かめてい

く。 

名前を呼んで、自分から

関わっていくことができ

たか。何かあったとき教

師の話をしっかり聞けた

か。 

名前を意識して相手に

関わろうとすることが

できた。トラブルが起こ

ったとき状況把握でき

ていない事が多い。 

② 
生

活

意

欲 

態

度 学童での課題を習慣化す

ることができる。自分か

ら進んで取り組める。 

学童との連携を図る中で、意

欲的に取り組める家庭学習

に改善していく。 

学童での課題を毎日続ける

ことができているか。意欲

的に取り組めているか。 

毎日先生に見届

けられながら丁

寧にできた。 
鉛筆でなめらかに線を書

くことができる。顔の形

がとれる。 

線の学習プリント（なぞり）を

使い、繰り返し行うことによっ

て鉛筆の扱いに慣れさせる。 

よく見て、線のなぞりが

できたか見届ける。何が

苦手か見極める。 

鉛筆での筆使いが上

達した。なぞりが確

かになってきた。 

５０音のうち身近なひら

がなから覚えることがで

きる。（読み書き） 

友達や先生の名前等、身近なひ

らがなから提示していく。絵カ

ード、ひらがなカードの活用。

繰り返し課題に取り組め

るよう励ます。苦手な文

字の形を把握する。 

「りなます」が自分

で書けるようになっ

てきた。 

弁別・分類・比較・１対

１応等数量概念の基礎の

力を養う。５までの数を

正しく数えることができ

る。 

具体物を使って繰り返し弁別・分
類・比較・１対１応の学習をさせる。
操作活動により数の感覚を培う。なぞ
りを取り入れ数字を書けるようにす
る。正しく数えられるようになるため
の教具を開発する。 

繰り返し課題に取り組めるよう

励ます。物に注視して学習に取り

組んでいるか見届ける。教具を使

って正しく数えることができた

か。 

教具を使って一つず

つ数えるという意識

が出てきた。対応づ

けて１対１で配れる

ようになってきた。

３までは確か。 

③

学

習 

「ぱ、ま，み，も」の発音が

できる。発音できそうな音を

生活の必要感に照らし探って

いく。 

言語訓練を続け、口形や舌の動

きを高めていく。実際場面を通

して意識を高めていく。 

意欲的に言語訓練をすることが

できたか。意識して発音できたと

きは認めていく。生活場面で使え

たときは大いにほめる。 

教具を使って一つず

つ数えるという意識

が出てきた。対応づ

けて１対１で配れる

ようになってきた。

３までは確か。 



 


