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北海道大学大学院教育学研究院紀要

第127号　2016年12月

幼稚園における障害幼児の

「個別の指導計画」に関する一考察

吉　川　和　幸＊

【要旨】　本稿の目的は，幼稚園に在籍する障害幼児を対象とした「個別の指導計画」作成の現

状と実践上の課題について，先行研究及び公的資料を基に検討を行うことである。特別支援教

育が施行され，およそ10年が経過したが，幼稚園における個別の指導計画の作成は十分に浸透

していない。本稿では，①幼稚園において個別の指導計画の作成が教育制度上に位置付けられ

るまでの経緯，②個別の指導計画の作成の手順，③個別の指導計画を作成することの意義，

④幼稚園で作成されている個別の指導計画の書式及び内容，⑤幼稚園における個別の指導計画

の作成支援に関する研究，以上の５点について概観した。そして，幼稚園において個別の指導

計画の作成が浸透，機能化するためには，①計画作成に伴う保育者の困難性の軽減，②計画作

成に対する保育者の効力感の検討，③通常保育における学習観，計画観と対立しない個別の指

導計画の書式の開発，以上の３点が課題であることを論じた。

【キーワード】障害児保育，障害幼児，幼稚園，個別の指導計画

１．はじめに

　本稿の目的は，幼稚園に在籍する障害幼児を対象とした「個別の指導計画」作成の現状と課

題について，先行研究及び公的資料を基に検討を行うことである。

　ここで述べる「個別の指導計画」とは，「幼児児童生徒一人一人の障害の状態等に応じたき

め細かな指導が行えるよう，学校における教育課程や指導計画，当該幼児児童生徒の個別の教

育支援計画等注１）を踏まえて，より具体的に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・方法等を盛り込んだ計画」（文部科学省，2009a）を指す。

　幼稚園において，障害幼児に対して個別の指導計画の作成を行うことが公的に定められたの

は，2007年（平成19年）４月の特別支援教育注２）の施行１年後の，2008年（平成20年）３月告

示の幼稚園教育要領からである。第３章第１節の「指導計画の作成にあたっての留意事項」に

おいて，「障害のある幼児の指導に当たっては，集団の中で生活することを通して，全体的な

発達を促していくことに配慮し，特別支援学校などの助言又は援助を活用しつつ，例えば指導

についての計画又は家庭や医療，福祉などの業務を行う関係機関と連携した支援のための計画

を個別に作成することなどにより，個々の幼児の障害の状態などに応じた指導内容や指導方法

の工夫を計画的，組織的に行うこと」と明記されている。

　七木田（2013）は，「特別支援教育が目指す『一人ひとりの教育的ニーズを把握する』とは，

保育にとって耳新しいことではない。保育では『一人ひとりの育ちを把握』し，その子にあっ
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た適切な保育をすることは通常に行われてきた。」と述べ，保育において，特別支援教育の理

念は対立するものではなく，包含されうるものとしている。しかしながら，障害のある幼児一

人ひとりの教育的ニーズを把握し，適切な教育的支援を構想，実践するための重要なツールで

ある個別の指導計画の作成は，幼稚園においては十分に浸透，機能していない。図１に，特別

支援教育施行以後の，幼稚園における個別の指導計画の実施率の年次推移を示した。平成27年

度特別支援教育体整備状況調査結果（文部科学省，2016）によると，全国の国公私立幼稚園の

うち，計画を作成している幼稚園が全体の46.8%（対象者が在籍していない園を調査対象園数

から引いた場合，76.0%）であり，計画の作成が必要であると判断している人数41140人のうち，

実際に計画が作成されている人数が27681人（67.3%）である。小学校における個別の指導計画

の作成率が，全体の93.1%（対象者が在籍していない学校を調査対象校数から引いた場合，

98.3%），計画の作成が必要であると判断している人数369703人のうち，実際に計画が作成され

ている人数が309352人（83.7%）であることを鑑みると，個別の指導計画の作成は，未だ幼稚

園において十分に浸透しているとはいえない状況である。

　特別支援教育が施行され，まもなく10年が経過しようとしているが，学齢期と比較して，幼

稚園における個別の指導計画の作成が充分に進まない現状の背景には，どのような実践上の課

題があるのだろうか。この点を検討するに当たって，まず，幼稚園において個別の指導計画の

作成が教育制度上に位置付けられるまでの経緯から整理していく。

図１　幼稚園における個別の指導計画の実施率（2008年度～2015年度）
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２．幼稚園において個別の指導計画の作成が教育制度上に位置付けられるまでの経緯

　個別の指導計画の作成が，我が国の教育制度上に位置付けられたのは，1997年（平成11年）

３月に告示された盲・聾・養護学校幼稚部教育要領，盲・聾・養護学校小学部・中学部学習指

導要領，盲・聾・養護学校高等部学習指導要領からである。

　個別の指導計画の導入当初は，特殊教育諸学校の教育活動の中でも，自立活動や，重複障害

児を対象とする場合など，一人ひとりに応じたきめ細やかな指導が特に求められる場合に限り，

計画の作成が求められた。当時の盲・聾・養護学校幼稚部教育要領では，第２章「ねらい及び

内容」第３節「内容の取り扱い」において，「自立活動注３）の指導に当たっては，個々の幼児

の障害の状態や発達段階等の的確な把握に基づき，指導のねらい及び指導内容を明確にし，個

別の指導計画を作成するものとする。」と記載されている。また，第３章「指導計画作成上の

留意事項」第２節「特に留意する事項」において，「障害を併せ有する幼児の指導に当たっては，

専門機関等との連携に特に配慮し，全人的な発達を促すようにすること。また，個々の幼児の

実態を的確に把握し，個別の指導計画を作成すること。」と記載されている。

　その後，通常学校・学級に在籍する，発達障害のある児童・生徒への対応が喫緊の課題とな

り（文部科学省，2003），特別支援教育体制の整備が進められていく。2004年（平成16年）に

出された「小・中学校におけるLD，ADHD，高機能自閉症の子どもの教育に関するガイドラ

イン（試案）」（文部科学省，2004）では，「小・中学校におけるLD，ADHD，高機能自閉症

の児童生徒についても，必要に応じて作成することが望まれます。」という文言が記載され，

通常学校・学級に在籍する障害のある児童・生徒も，個別の指導計画の作成対象として捉えら

れるようになった。

　旧来の特殊教育制度は，2007年（平成19年）に特別支援教育として新たに制度化されるが，

2009年（平成21年）３月に告示された特別支援学校幼稚部教育要領，特別支援学校小・中学部

学習指導要領，特別支援学校高等部学習指導要領では，特別支援学校に在籍する全ての幼児・

児童・生徒に対して，個別の指導計画を作成することが求められることとなった。特別支援学

校幼稚部教育要領の第３章「指導計画の作成に当たっての留意事項」第１節「一般的な留意事

項」において，「幼児の障害の状態などに応じた効果的な指導を行うため，一人一人の幼児の

実態を的確に把握し，個別の指導計画を作成すること。また，個別の指導計画に基づいて行わ

れた活動の状況や結果を適切に評価し，指導の改善に努めること。」と明記された。また，特

別支援学校のみではなく，幼稚園，小学校，中学校，高等学校においても，教育要領，学習指

導要領の改定に伴い，障害を有する幼児・児童・生徒を対象とする場合に，個別の指導計画の

作成を行う旨の文言が加えられた。

　以上のように，個別の指導計画の作成は，まず特殊教育諸学校に在籍する幼児・児童・生徒

を対象に行われるようになり，特別支援教育の理念のもと，現在では特別支援学校，幼稚園，

小学校，中学校，高等学校の全てにおいて，障害のある幼児・児童・生徒を対象に作成が求め

られるまでに至っている。
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３．個別の指導計画の作成の手順

　個別の指導計画の作成の手順については，特別支援学校学習指導要領解説自立活動編（文部

科学省，2009b）に記載されている。例えば，幼稚部における作成の手順については以下のよ

うに示されている。

　①　個々の幼児の実態（障害の状態，発達や経験の程度，生育歴等）を的確に把握する。

　②　個々の実態に即した指導のねらいを明確に設定する。

　③　幼稚部教育要領第２章自立活動の２の内容の中から，個々の指導のねらいを達成させる

ために必要な項目を選定する。

　④　選定した項目を相互に関連付けて具体的な指導内容を設定する。

　⑤　他の領域との関連を図り，指導上留意すべき点を明確にする。

　個別の指導計画に含める指導内容は「個々の幼児が必要とするものを自立活動の内容の中か

ら選定し，それらを相互に関連付け，具体的に設定する」とされているが，留意事項として，

自立活動の６領域は，実際に指導を行う際の「指導内容のまとまり」を意味しておらず，６領

域の区分に従って指導計画が作成されるのではないことが挙げられている（文部科学省，

2009b）。また，「個別の指導計画に基づく指導は，計画（Plan）-実践（Do）-評価（Check）

-改善（Action）の過程で進めなければならない」（文部科学省，2009b）とあるように，計画，

実践，評価，改善の循環（PDCAサイクル）のもとで，指導を行うことが求められている。

　通常学校における個別の指導計画の作成の手順については，学齢期の児童・生徒を対象とし

た解説書が，これまでに複数出版されている（例えば，相澤・佐藤（2010），海津（2007），廣

瀬・佐藤（2006）など）。学齢期に比して，幼児期の子どもを対象とした個別の指導計画の解

説書は少ないようである（例えば，酒井・田中・稲垣・大河原・大和・隱田・作野・中野・西

田・松本・森田（2013）。ただし，障害児保育全般に関するテキストで，個別の指導計画の解

説を含むものは，特別支援教育の施行以降，多数出版されている。例えば，吉川（2012a），森

（2011），本郷（2009），水内（2008a），小原（2007）など。）。現行の教育制度において，自立

活動は特別支援学校，特別支援学級に在籍，もしくは通級指導教室を利用している幼児・児

童・生徒のみに適用される。幼稚園に在籍する障害幼児の個別の指導計画を作成する際に，自

立活動を参考にすることは特に規定されておらず，現状では，保育者は指導内容を設定する際

に，自立活動の６領域のような指針をもたずに，個別の指導計画の作成を行っていることが推

察される。上述の解説書，テキストでもPDCAサイクルに沿った手順は同一であるものの自立

活動との関連については触れられていない。松原（2010）は，幼稚園に在籍する障害幼児の個

別の指導計画作成にあたっては，幼稚園教育要領５領域（健康，人間関係，環境，言葉，表現）

のねらい及び内容と密接な関連を図りながら，自立活動の内容から必要とする項目を選定し，

それらを相互に関連付け，具体的な指導内容を設定するよう工夫することが大切であると述べ

ている。後述するが，個別指導計画の作成に対して，保育者が抱く主な困難感として「各幼児

に的確な発達課題及び目標や支援案を引き出す作業」（金・園山，2008），「具体的な指導内容

の設定」（菊田・宮木・木舩，2014）が挙げられており，自立活動のような具体的な指針を設

けることは，個別指導計画の作成に伴う保育者の困難感を軽減するための一つの方法であると

思われる。
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４．個別の指導計画を作成することの意義

　海津（2007）は，個別の指導計画を作成することのメリットとして，①どういう点をさらに

アセスメントすべきかが明確になる，②指導の方向性が明確になる，③評価の視点が明確にな

る，④指導で意図することが他の人へ伝えやすくなる，⑤子ども自身が自分の学習の方向性を

理解しやすくなる，⑥クラス全体への相乗効果をもたらす，⑦作成者のスキルアップに繋がる，

以上の７点を挙げている。また，松原（2010）は，個別の指導計画を作成している保育者から，

「支援の目標を意識して支援し，ポイントを押さえて具体的な手立てを記録することができる」

「成長の経過を辿ったり，以前の姿を振り返ったりすることが可能になる」などの意見がある

と述べている。酒井ら（2013）は「個々の特性や困り感注４）を踏まえた計画を明記しておくこ

とは，子どもの育ちに対する保育者の予測，抱いた期待，実践した記録，これらのうえでの結

果を残すことになり，個人の育ちを丁寧に把握するうえでもとても役立つ。また，保育の方向

性も明確になり，適切な支援が行いやすくなる。」と述べている。個別の指導計画を作成する

ことは，障害幼児の実態把握，目標，指導方法，評価を言語化，明確化し，対象となる幼児に

関する保育者間の共通理解を促す効果があるといえよう。

　また，個別の指導計画を作成することは，PDCAサイクルの循環を促すため，指導の発展を

促すだけでなく，評価を含めた資料として次年度の担任や学校に引き継ぐことで，新たに指導

計画を立てるための重要な資料にもなる（吉川，2012b）。

５．実際に幼稚園で作成されている個別の指導計画の書式及び内容

　幼稚園で作成される個別の指導計画の書式には，決められた所定の書式はない（酒井ら， 

2013）。水内（2008b）は，個別の指導計画の書式は，学齢期以降のものは多く例示されてい

る一方で，幼児期のものに関してはほとんど見られず，幼児期における個別の指導計画の検討

の遅れを指摘している。幼稚園ではそれぞれ独自に書式を設定し，個別の指導計画の作成に取

り組んでいることが推察される。

　実際にどのような書式が幼稚園で用いられているのか，この点については，これまでの研究

ではほとんど検討が行われていない。吉川（2012b）は，83の私立幼稚園から提出された個別

の指導計画を分析資料として，書式に含まれる項目の分析と，項目の組み合わせによる書式の

分類を行っている。その結果，項目の組み合わせによって30種類の書式に分類され，幼稚園に

おける個別の指導計画には標準的な書式が存在しないこと，そして，書式に含まれる項目では，

特に「短期目標（学期，月ごとの目標）」「評価」「保護者の願い」に関する項目が少ないこと

を示している。「短期目標」が少ない点について，松井（2013）は，保育で中心となる「遊び」

の領域未分化性，及び非数値的評価性という特徴は，短期的に目標を示し，客観的に評価する

ことが困難であり，既存の個別の指導計画には記入しにくいことを指摘している。水内（2008b）

は，幼児期の個別の指導計画は，学齢期のものを単純に援用するのではなく，①保育という営

みや幼児期の発達を考慮したものであると同時に，②学齢期以降の教科的枠組みや学習内容へ

の接続を考慮したものであることが必要であると述べている。
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　また，個別の指導計画の作成過程を通して，保育者がどのような内容を計画に記載している

のかという点についても，これまでにほとんど検討が行われていない。吉川（2014）は，幼稚

園で作成される，特別な支援を要する幼児の個別の指導計画に記載される目標に関する調査を

行っている。そして，個別の指導計画に保育者が記載する目標には，幼稚園生活や集団活動へ

の適応に関連する内容が多く，幼児自身の興味，関心の拡がりや，表現の楽しさに関連する内

容の記載が少ないことを示している。

６．幼稚園において個別の指導計画の作成が浸透，機能化するための課題

　ここまで，幼稚園における個別の指導計画の現状について概観してきたが，作成の手順が明

確な一方で，作成の各段階における明確な指針や，スタンダードな書式が示されない状況で，

保育者は個別の指導計画の作成に取り組んでいる現状が窺えた。ここまでの整理を踏まえて，

筆者は以下の３点が，今後，幼稚園において個別の指導計画の作成が浸透，機能化するための

課題であると考える。

１）個別の指導計画の作成に対して保育者が抱く困難感の軽減

　先述のように，個別の指導計画の作成は，特別支援教育の施行により，初めて幼稚園に導入

されたものであり，保育者にとって決して馴染みの深いものではない。そのため，保育者は個

別の指導計画の作成に伴い，様々な困難感を抱いていることが先行研究によって示されている。

例えば，原野・朴・佐藤・鶴巻（2009）は，質問紙法による調査を行い，保育者が個別の指導

計画を作成できない理由として「作成できる専門知識のある人がいない」「作成する時間がない」

「作成マニュアルがない」「作成方法が分からない」「作成様式がない」ことを挙げている。また，

保育者が困難感を抱くこととして「各幼児に的確な発達課題及び目標や支援案を引き出す作業」

「個別の指導計画の内容と一貫した日常保育の実践」「個別の指導計画を作成する時間の確保」

があることが示されている（金・園山，2008）。菊田・宮木・木舩（2014）は，個別の指導計

画の作成過程である「幼児の実態の把握」「指導の目標（ねらい）の設定」「具体的な指導内容

の設定」「評価」の４段階のうち，「評価」が保育者にとって最も困難感が高く，次いで「具体

的な指導内容の設定」の困難感が高いことを示している。松原（2010）は，個別の指導計画を

作成している保育者からは「個別の指導計画が一人一人の実態や発達段階にそった目標設定で

あったのか，手だての方法は適切であったのかが判断しきれない」，「特別支援教育や発達障害

に関する理解・啓発のためのガイドブックや様々な専門書は出ているが，一人一人に応じた支

援方法は手探り状態であった」などの意見があると述べている。

　幼稚園教育要領において，個別の指導計画の作成が求められる一方で，現状では，計画に含

まれる実態把握から評価までの全ての過程において，明確な指針が示されていない。個別の指

導計画を作成したことのない保育者でも，円滑に作成に取り組めるような書式の開発について

の研究は少ない（例えば，鶴巻・朴（2011））。

　上述したような困難感を軽減するためには，まずは保育者が個別の指導計画をより円滑に作

成するための手引きを示す必要があると思われる。自治体によっては，教育委員会が積極的に



33幼稚園における障害幼児の「個別の指導計画」に関する一考察

個別の指導計画の研修を行ったり，マニュアルを作成，配布したりしている場合もあるが，地

域によっては，そのような研修の機会がない場合も少なくはない。保育者自身の独自の学び，

自助努力に依存するような状況が続くと，個別の指導計画の質に関する地域差や幼稚園差は，

今後増大の一途を辿っていくのではないだろうか。

２）個別の指導計画の作成に対して保育者が抱く効力感の検討

　幼稚園に対する特別支援教育の補助金支給の要件として，個別の指導計画の提出を義務付け

ている自治体もあり，個別の指導計画の作成自体は今後も進んでいくと思われる。しかしなが

ら，計画を「作成する」ことが，障害のある幼児の保育の充実に必ずしも繋がるわけではない。

吉川（2012b），吉川（2014）において対象とした資料では，「個別の指導計画」と称してはい

るが，幼児の実態が記述されているだけで，保育者のねらいや，支援の手立てについての記述

が全く記載されていないものなど，実際に障害のある幼児一人ひとりに応じた保育の充実のた

めに役立つのだろうかと思われる資料も複数含まれていた。困難感を抱きながら，個別の指導

計画を作成している保育者は多くいるだろう。だが，大きな負担を掛けて作成したものである

からこそ，実際の保育の充実に役立つことが求められる。先行研究では，作成に伴う保育者の

困難感を明らかにしている研究が多い一方で，作成した個別の指導計画に対して保育者が抱く

効力感に焦点を当てた研究は，これまでに行われていない。実際に計画を作成している保育者

が抱く，個別の指導計画の効力感についてインタビュー等によって検討することにより，効力

感の高い，すなわち実際の保育の充実に役立つ個別の指導計画の書式，計画の作成手続きや活

用手続き等を明らかにすることができると思われる。

３）通常保育における学習観，計画観と対立しない個別の指導計画の書式の検討

　保育における個別の指導計画の作成について，真鍋（2013）は「特別支援の領域より必要性

が指摘され，保育の場に“ふってきた”支援計画に関しては，その多くは具体的・客観的で評

価可能な目標が設定されることを前提」としていると述べている。

　しかしながら，我が国の通常保育注５）において，具体的・客観的に評価可能な目標を設定し，

目標に沿った場面を設定し，日々の指導を行うという実践形態をとることは，我が国の保育が

幼児の主体的な遊びを基本とした実践形態をとる限り困難であると思われる。北野（2016）は

「あらかじめ『めあて』を設定し，自覚的に同じ内容を同じ方法で同じ教材（教科書等）を活

用して手順通りに学ぶ小学校以降の教育とは異なり，保育者の専門性は，まさに相互作用の下，

子どもと共に『探究』を深める教育の援助である」と述べている。保育においては，子どもが

活動を通して何を経験し，また何を経験する必要があるのかを想定することから始まるのであ

り（河邉，2009），保育実践においては，子どもたちが「予想外のこと」を思いつく可能性を

できる限り開いている（佐伯，2014）。そして「予想外のこと」も，保育においては子ども達

の学びとして捉えるのである。

　保育における計画については，小川（2000）が具体的に明示しており「『指導計画』を立て

るという仕事は，保育者が一人ひとりの幼児の明日の活動をどう予測し，それにどう備えてい

けるかを，過去の幼児の行動を振り返ることで構想することである。それは幼児一人ひとりの

遊びに対し，その要求（志向性）に答えられる援助をするためのイメージトレーニングである。」

と述べている。また，佐伯（2014）は「子どもがそれぞれの状況の中でみごとな文化的実践を
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その都度遂行できるように，必要かもしれない道具を用意しておき，関係づけるかもしれない

『環境』を設定しておき，なにが起きても対応できるように，起こりうる事態を多様に想定（イ

マジネーション）しておくことが，計画を立てるということである。」と述べている。

　小川（2000）及び佐伯（2014）の計画に関する論考からは，保育における計画とは，学齢期

以降の教育のような，子どもが何を学習するのかあらかじめ決めておき，学習するための場面

を作り，指導案に厳密に従って行うものではないことが窺える。この保育と学齢期以降の教育

における計画観の違いは，両者の学習観の違いから生じていると思われる。保育における学習

とは，教師から教えられた知識を蓄積していくことに重きをおくのではなく，学習者である幼

児自身が周囲の人々と共に何かを作り出す経験によって獲得される「知」であるという観念に

よって支えられている（河邉，2009）。したがって，初めに作成した計画に基づいて，全てが

生み出されるのではなく，保育者が日々読み取る子どもの姿を踏まえて，また新たな実践が作

り出される。そのような形成的な過程を含めた計画なのである。

　吉川・中川・東（2016），疋田・佐藤・赤石・中川・東・吉川（2016），中川・逢坂・田辺・

東（2016）注６）では，子どもが示す問題点，すなわち，子どものできない，身に付いていない

領域に焦点が当てて，支援の計画を立てる従来の様式から，子どもを能動的な学び手であると

捉え，目の前の子どもの保育への意欲的な参加の姿から，目標を随時立ち上げていく個別の指

導計画の書式の開発，実践を行っている。そして，子どもの問題点を捉える従来の様式と比較

して，保育者が子どもの様々な変化や多面的な成長を捉えることができるようになったことを

示している。

　「即興的にかかわる」「予想外なことに応える」「幼児の志向性に応ずる」，子どもの主体的

な遊びを中心とした実践の中で，保育者は目の前の子どもの姿をもとに，まさしく臨機応変に

これらの行為を行いながら，実践を繋げていく。佐藤（1996）は「カリキュラム注７）を捉え直

すためには，まず第一に，教師自身が『公的な枠組み』から自立し，自らの教育的な想像力と

構想力に即したカリキュラムの見方を形成することが必要であろう。教師自身の構想における

カリキュラムに注目し，教室を基礎として主体的，実践的に捉え直す課題である。」であると

論じているが，我が国の保育がこれまでに積み上げてきた計画観，学習観に即した個別の指導

計画の書式について，保育者が主体となって立ち上げていく取り組みが今後は求められると思

われる。このような保育を中心に置いた独自の個別の指導計画の書式の開発について，実践を

通して検討していくことが，今後の大きな課題となるだろう。

７．おわりに －今後の作業課題－

　本稿では，幼稚園に在籍する障害幼児を対象とした「個別の指導計画」作成の現状を，先行

研究及び公的資料から整理することを通して，幼稚園において個別の指導計画の作成が浸透，

機能化するための課題が，①計画作成に伴う保育者の困難性の軽減，②計画作成に対する保育

者の効力感の検討，③通常保育における学習観，計画観と対立しない個別の指導計画の書式の

開発，以上の３点であることを論じた。

　特別支援教育の施行以降，幼稚園では個別の指導計画の作成だけではなく，義務教育段階と
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同様に，個別の教育支援計画の作成，園内委員会注８）の設置，特別支援教育コーディネーター注９）

の配置など，保育者にとってこれまでに馴染みのなかった事柄が求められるようになってきて

いる。同じ「学校」という括りで，特別支援教育体制も全て義務教育段階と同一のシステムが

求められるべきなのか。この点については慎重な議論が必要であるように思われる。

　幼児期の子どもの発達，そして保育に即した特別支援教育とはどうあるべきなのか。

　この問題意識に対して，本稿では「個別の指導計画」に焦点を当てて検討を行ったが，特別

支援教育の施行以前から，幼稚園では障害幼児を受け入れ，独自に障害児保育に取り組んでき

た長い実践の歴史がある（吉川，2015）。上述の３つの課題に加えて，今後の作業課題として，

特別支援教育施行以前の幼稚園において，保育者は障害のある幼児一人ひとりに応じた保育を

どのようにデザインし，実践してきたのか，具体的な実践の姿を明らかにしていくことにより，

この問題にさらに迫っていきたいと考える。

注

１ 「個別の教育支援計画」とは，「障害のある幼児児童生徒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方の下，福祉，医療，労働等の関係機関との連携を図りつつ，乳幼児

期から学校卒業後までの長期的な視点に立って，一貫して的確な教育的支援を行うために，障害のある幼

児児童生徒一人一人について作成した計画」を指す（文部科学省，2009a）。個別の指導計画とは，幼稚園

など，特定の教育段階や場における指導，支援について整理し，教職員間での共通理解を進めるための計

画である一方で，個別の教育支援計画は，他職種間での連携のもと，子どもの生涯の発達を見越した，指

導や支援の縦横の関係を明らかにするための計画である（吉川，2014）。手順としては，最初に，対象幼児

に関する個別の教育支援計画が立てられ，次に，支援計画に記述された個別のニーズに関して，関係機関

の一つである幼稚園で具体的にどのような指導を行うのか，個別の指導計画を立てる手順で進められる（吉

川，2014）。

２ 「特別支援教育」とは，従来の特殊教育諸学校（盲・聾・養護学校）に加えて，通常学級に在籍する障害

を有する幼児・児童・生徒も教育的支援の対象とする包括的な教育支援制度であり，2007年（平成19年）

４月から制度化された。文部科学省（2007）は，特別支援教育を「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」

と定義し，「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。」と述べている。

３ 「自立活動」とは，特別支援学校及び特別支援学級，通級指導教室において，障害のある幼児児童生徒に

対して「個々の障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するための指導」を行うために，各教科

とは別個に設定している領域である（文部科学省，2009b）。1971年（昭和46年）に創設された「養護・訓練」

が，1997年（平成11年）３月の盲・聾・養護学校幼稚部教育要領，盲・聾・養護学校小学部・中学部学習

指導要領，盲・聾・養護学校高等部学習指導要領の改定に伴い名称変更されたものである。自立活動の

領域，内容は「人間として基本的な行動を遂行するために必要な要素と，障害による学習上又は生活上の

困難を改善するために必要な要素」（文部科学省，2009b）であり，「健康の保持」「心理的な安定」「人間関
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係の形成」「環境の把握」「身体の動き」「コミュニケーション」の６領域26項目から構成されている。

４ 「困り感」という言葉は，学研の登録商標である。

５ 「通常保育」という言葉は，一般的には，保育所の標準時間内に行われる保育を指す言葉であるが，ここ

では，障害の有無を問わず，全ての幼児に対して日常的に行われる保育を意味する言葉として用いている。

６ 当該文献は，発表要旨集を発行していない学会での発表資料のため，図書館等で入手することができません。

発表資料の閲覧を希望される場合には，筆者（kazuyukiyoshikawa@gmail.com）まで，その旨ご連絡を

お願い致します。

７ 「カリキュラム」とは，ラテン語の「走路」を語源とする言葉であり，子どもの「学びの経験（履歴）」を

意味するが，我が国においては，カリキュラムとは「教育課程」「年次計画」「指導計画」「時間割」など，

授業や学習によって事前に定められた「プラン（計画）」として意識されている（佐藤，1996）。

８ 園内委員会（校内委員会）とは，園内に置かれた発達障害を含む障害のある幼児児童生徒の実態把握及び

支援の在り方等について検討を行う委員会を指す（文部科学省，2007）。

９ 特別支援教育コーディネーターとは，園内の関係者や福祉・医療等の関係機関との連絡調整及び保護者に

対する幼稚園の窓口として，園内における特別支援教育に関するコーディネーター的な役割を担う者を指

す（文部科学省，2007）。

文献

相澤雅文・佐藤克敏（2010）「個別の指導計画」の作成と活用．クリエイツかもがわ．

原野明子・朴香花・佐藤拓・鶴巻正子（2009）福島県内の幼稚園における個別の指導計画作成の現状．福島大

学総合教育研究センター紀要，7，93-101．

疋田真梨・佐藤由望・赤石彩那・中川絵理・東重満・吉川和幸（2016）障害のある幼児に対する「信頼モデル」

に基づく個別の指導計画及び保育記録②．第７回幼児教育実践学会．

廣瀬由美子・佐藤克敏（2006）通常の学級担任がつくる個別の指導計画．東洋館出版社．

本郷一夫（2009）園での保育の計画．渡部信一・本郷一夫・無藤隆（編著）障害児保育．北大路書房，

pp.109-121．

海津亜希子（2007）個別の指導計画作成ハンドブック LD等，学習のつまずきへのハイクオリティーな支援． 

日本文化科学社．

河邉貴子（2009）遊びを中心とした保育 －保育記録から読み解く「援助」と「展開」－（改訂版）．萌文書林．

菊田真代・宮木秀雄・木舩憲幸（2014）幼稚園教師が抱く個別の指導計画の作成に関する困難感．広島大学大

学院教育学研究科附属特別支援教育実践センター研究紀要，12，59-67．

金珍熙・園山繁樹（2008）公立幼稚園における個別の指導計画に関する実態調査 －「障害のある幼児の受け

容れや指導に関する調査研究」指定地域の協力園への質問紙調査－．障害科学研究，32，139-149．

北野幸子（2016）主体的な遊びの中でこそ育まれる「探究」を考える．幼児の教育，115（4），13-16．

真鍋健（2013）保育者が障害幼児の支援計画を作成・展開させる際に必要となる仕掛けとは？ 発達研究，27，

81-93．

松原豊（2010）発達障害のある幼児の特別支援教育に関する研究 －幼児教育における自立活動の指導につい

て－．こども教育宝仙大学紀要，1，65-81．

松井剛太（2013）保育本来の遊びが障害のある子どもにもたらす意義 －「障害特性論に基づく遊び」の批判



37幼稚園における障害幼児の「個別の指導計画」に関する一考察

的検討から－． 保育学研究，51（3），9-20．

水内豊和（2008a）特別な配慮が必要な子どもの個別の指導計画と指導案．開仁志（編著）これで安心！保育

指導案の書き方 －実習生・初任者からベテランまで－．北大路書房，pp.97-108．

水内豊和（2008b）幼稚園における特別支援教育の体制づくりに関する実践研究．富山大学人間発達科学部紀要，

3（1），93-102．

文部科学省（2016）平成27年度特別支援教育体制整備状況調査結果．

文部科学省（2009a）特別支援教育の更なる充実に向けて（審議の中間とりまとめ）－早期からの教育支援の

在り方について－．

文部科学省（2009b）特別支援学校学習指導要領解説 自立活動編（幼稚部・小学部・中学部・高等部）．

文部科学省（2007）特別支援教育の推進について（通知）．

文部科学省（2004）小・中学校におけるLD，ADHD，高機能自閉症の子どもの教育に関するガイドライン（試

案）．

文部科学省（2003）「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査」

調査結果．

森正樹（2011）障害児保育の実際．七木田敦・松井剛太（編著）障害児保育 保育実践の原点から未来へ．樹

村房，pp.79-117．

中川絵理・逢坂奈津子・田辺麻衣・東重満（2016）障害のある幼児に対する「信頼モデル」に基づく個別の指

導計画及び保育記録③．第７回幼児教育実践学会．

七木田敦（2013）保育と特別支援（総説）．保育学研究，51（3），4-8．

小川博久（2000）保育援助論．萌文書林．

小原榮子（2007）障害のある子どもの保育計画．伊藤健次（編著）新・障害のある子どもの保育．みらい， 

pp.141-154．

佐伯胖（2014）幼児教育へのいざない 円熟した保育者になるために 増補改訂版．東京大学出版会．

酒井幸子・田中康雄・稲垣みか・大河原友紀・大和由理子・隱田桂子・作野浩子・中野圭子・西田美枝子・松

本信吾・森田直子（2013）発達が気になる子の個別の指導計画．学研プラス．

佐藤学（1996）カリキュラムの批評 公共性の再構築へ．世織書房．

鶴巻正子・朴香花（2011）幼稚園における個別の指導計画フォームの開発．福島大学総合教育研究センター紀

要，10，59-72．

吉川和幸・中川絵理・東重満（2016）障害のある幼児に対する「信頼モデル」に基づく個別の指導計画及び保

育記録①．第７回幼児教育実践学会．

吉川和幸（2015）幼稚園における障害児保育の歴史的変遷と現在の課題．北海道大学大学院教育学研究院紀要，

123，155-173．

吉川和幸（2014）私立幼稚園に在籍する特別な支援を要する幼児の個別の指導計画に記述される「目標」に関

する研究．北海道大学大学院教育学研究院紀要，120，23-43．

吉川和幸（2012a）保育計画の作成と協働．林邦雄・谷田貝公昭（監修）青木豊（編著）保育者養成シリーズ 

障害児保育．一藝社，pp.135-148．

吉川和幸（2012b）私立幼稚園における特別な支援を要する幼児の個別の指導計画の書式の分析．札幌大谷大

学紀要，42，63-69．



38

謝辞

　本稿の執筆にあたり，北海道大学大学院教育学研究院 川田学先生よりご指導を頂きました。

また，北海道大学大学院教育学院博士後期課程 岩田みちるさんよりご協力をいただきました。

ここに記して心より御礼申し上げます。



39幼稚園における障害幼児の「個別の指導計画」に関する一考察

A Study on“Individualized Teaching Plan”for Kindergarten 

Children with Special Needs

Kazuyuki YOSHIKAWA

Key Words

early childhood education and care for children with special needs, children with special needs, 

kindergarten, individualized teaching plan

Abstract

The purpose of this article is to examine the current situation and practical issues 

on“individualized teaching plan”for Japanese kindergarten children with special needs through 

reviewing the previous studies and official documents. About ten years have passed since special 

needs education started in Japan, but making individualized teaching plan for kindergarten 

children with special needs have not spread sufficiently. In this article, the following 5 points 

were reviewed: （1） the background on how the individualized teaching plan in kindergarten were 

arranged and positioned on Japanese educational system, （2） the procedure of making 

individualized teaching plan, （3） the significance and merit of making individualized teaching 

plan, （4） the formats and descriptions of the individualized teaching plans for kindergarten 

children with special needs, and （5） the studies on the support for making individualized teaching 

plan in kindergarten. Consequently, to spread and functionalize individualized teaching plan in 

kindergarten, the study argues that the following three issues are important: （1） reduction of 

difficulty of making individualized teaching plan by preschool teacher, （2） examination of efficacy 

among preschool teachers on making individualized teaching plan, （3） development of 

individualized teaching plan format that is not incompatible with the conventional interpretation 

of learning and plan of Japanese early childhood education and care.


