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学校における体育・健康に関する指導 

• （略）学校教育の全体を通じて適切に行う。 

• 安全に関する指導は、小学部の体育科、生
活科、中学部の保健体育科、技術・家庭科、
特別活動、自立活動などにおいてもそれぞれ
の特質に応じて適切に行うよう努めるものと
する（略）。  
 

     （特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第１章総則第２節-３） 
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教育課程編成 

 

 

特別支援学校では、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育を行う
とともに、障害に基づく種々の困難を改善・克服するために、「自立活動」とい
う特別の指導領域が設けられています。また、子どもの障害の状態等に応じ
た弾力的な教育課程が編成できるようになっています。 

なお、知的障害者を教育する特別支援学校については、知的障害の特徴や
学習上の特性などを踏まえた独自の教科及びその目標や内容が示されてい
ます。 
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障害のある児童生徒が陥りやすい支障例 

支障の要因 具体的な支障例 

情報支障 
  
  
  
  

・情報を受けたり伝えたりすることが困難なことがある。 

・情報を理解したり、判断することができなかったり、理解するまでに時間
を要することがある。 

・通常の緊急情報伝達手段だけでは、情報伝達漏れが生じやすく、特に、
視覚・聴覚障害のある児童生徒等への情報伝達漏れが生じる。 

危険回避行動支障 
  

・危険回避が遅れ、転倒物・落下物などから身を守りにくい。 
・風水害時の強風や濁流等に抗することができにくい。 

・危険回避しようとあわてて行動することがある。（興奮して不適切な反応、
過度な反応で危険回避できない方向へ） 

移動行動支障 ・落下物や転倒物により移動行動に支障が生じることがある。 

・被災した廊下等に段差ができたり、傾斜したりするなどにより移動行動
に支障が生じることがある。 

生活行動支障 ・薬や医療用具・機器がないと生命・生活の維持がむずかしい。 
・長時間の停電により、呼吸や吸引ができなくなることがある。 

適応支障 
  

・心理的動揺が激しいこともあり、適切な危険回避行動をとりにくいことが
ある。 
・精神的障害による不安な状態が被災により増幅されることがある。 

- 5 -



特別支援学校の種類 

• 単独校（学部が１つしかない） 

• 複数学部校 （小・中・高） 

• 併置校 知的障害＋身体障害＋ろう（知肢併
置） 

• 高校の敷地内に特別支援学校 （京都府立
八幡支援学校（八幡高校）、鹿児島県立鹿児
島高等特別支援学校（鹿児島東高校） 
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障害は重複することがある 

  視覚障
害 

病弱 聴覚障害 

肢体不自
由 
知的障害 
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特別支援学校の併置校等避難訓練 

 

• 複数の学部設置校や併置校では、同じ日同
じ時間に避難訓練を実施している。 
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知的障害特別支援学校の安全指導
年間計画 

  
４月 ５月 ６月 ７月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

日常 
 
 

学校生活について 
「学校生活のルールを知りまも
ろう」２－①、②、③ 
安全な登下校について１－①、
②、③、⑥ 
避難経路・避難場所の周知「避
難経路・避難場所を覚えよう」２
－① 
 

人との付き合い方について「相
手の気持ちを考えて行動しよ
う」２－② 
公共交通機関の利用とマナー
１－⑨ 
火災時の避難方法を覚える１
－①、② 
「お」「か」「し」「も」の約束を身
に着けよう１－① ２－① 

不審者の対応「自分の身は自
分で守る方法を知ろう」２－⑤、
⑥ 
安全な登下校について１－①、
②、④ 
地震の安全確保と避難方法を
覚える「身の安全確保の方法を
身につけよう」 

学校生活について 
「学校生活のルールを知りまも
ろう」２－②、③ 
不審者進入時の理解「不審者
が侵入してもあわてない」２－
⑤、⑥、⑦ 
安全な登下校について１－①、
②、③ 
休み時間における避難の仕方
について１－①、③ 

不審者進入時の理解「不審者
が侵入してもあわてない」２－
⑤、⑥、⑦ 
公共交通機関の利用マナーを
知ろう１－⑨ 
避難のときの心構え「お」「は」
「な」「し」を身に着けよう１－① 
２－① 

学校生活について 
「教室や特別教室などきれいに
しよう」２－①、②、③ 
安全な登下校について１－①、
②、④ 
地震警報発令時の行動につい
て「大震災が起きても大丈夫な
備えをしておこう」２－③ 

教室内での安全指導「使った道
具は元の場所へ片付けましょ
う」２－③、④ 
安全な登下校について１－①、
②、③、⑥ 
避難のときの心構え「お」「は」
「な」「し」を身に着けよう１－① 
２－① 

学校生活について 
「学校生活のルールを知りまも
ろう」２－①、②、③ 
安全な登下校について１－①、
②、③、⑥ 
避難のときの心構え「お」「は」
「な」「し」を身に着けよう１－① 
２－① 
 

学校生活について 
「廊下や階段は走らないように
しよう」２－②、③、④ 
安全な登下校について１－①、
②、③、⑥ 
避難のときの心構え「お」「は」
「な」「し」を身に着けよう１－① 
２－① 
 

学校生活について 
「学校生活のルールを知りまも
ろう」２－②、③ 
安全な登下校について１－①、
②、③、⑥ 
避難のときの心構え「お」「は」
「な」「し」を身に着けよう１－① 
２－① 
 

学校生活について 
「学校生活のルールを再確認し
よう」２－②、③ 
安全な登下校について１－①、
②、③、⑥ 
避難のときの心構え「お」「は」
「な」「し」を確認しよう１－① ２
－① 
 

定期 

定期 

安全で楽しい学校生活、校内
外での安全指導、友達付き合
い２－②、③、④ 
 

通学を通じた指導交通ルール
や駅、車内のマナー１－⑨ 

連れ去り、つきまとい、恐喝被
害防止について４－③、④ 
通学路を守った登下校１－②、
⑥、⑨ 

夏休みの過ごし方（終業式、学
級活動）４－①、②、⑤、⑦、⑧ 
ホームや停留所での待ち方１
－⑨ 

公共交通機関の利用マナーを
身につけよう。 
「マナーを守って電車・バスを利
用しよう」 
１－③、④ 

「暖房器具の使い方のルール
を知り約束を守ろう」２－③、④ 

冬休みの過ごし方 
（終業式、学級活動） 
４－①、②、⑤、⑦、⑧ 
 
 
 

公共交通機関の利用マナーを
身につけよう「マナーを守って
電車、バスに乗ろう」１－①、③、
④ 

 
 

春休みの過ごし方 
（修了式、学級活動） 
４－①、②、⑤、⑦、⑧ 
 

（避難訓練） 

避難訓練（地震）避難について
オリエンテーション２－①、② 

避難訓練（地震・津波）津波発
生時の避難方法の確認と安全
な避難方法１－①、② 

避難訓練」（地震・火災）地震に
つての対応をまなぶ２－①、② 

避難訓練（火災）煙に対する対
応を学ぶ１－①、②、③ 

避難訓練（爆発物）爆破予告体
験を通して冷静に現場を離れ
避難する２－④、⑦ 

総合防災訓練（地震・火災・消
火）起振車・煙ハウス・消火器
体験 
地震警報発令に対する対応に
ついて１－②、③、④ ２－①、
②、③、④ ６－① ７－① 

避難訓練（火災二次避難）寒い
季節の避難について」1-①、②、
③、④ 

避難訓練（不審者対応）「不審
者が侵入した場合の安全確保
について」２－⑤、⑥、⑦ 

避難訓練（地震）予告無訓練
２－①、③ 

避難訓練（火災）授業中の火災
に対する対応について１－①、
② 

避難訓練（地震）通常の避難経
路が遮断されたと想定した経
路変更訓練２－①、②、③ 

特設 

共通 

学校生活のルールを知ろう２－
②、③ 
スクールバスでのマナーを身に
着けよう２－⑨ 
避難時はヘルメットをかぶろう２
－②、③ 

避難時はヘルメットをかぶろう２
－②、③ 
スクールバスでのマナーを身に
着けよう２－⑨ 

通学路を守った登下校をしま
しょう２－②、⑥、⑨ 
スクールバスでのマナーを身に
着けよう２－⑨ 
避難時はヘルメットをかぶろう 
避難のときはハンカチで口を押
さえよう。押さえられない人は
マスクを使いましょう。２－②、
③ 

スクールバスでのマナーを身に
着けよう２－⑨ 
避難時はヘルメットをかぶろう１
－②、③ 
避難のときはハンカチで口を押
さえよう。押さえられない人は
マスクを使いましょう。２－②、
③ 

２学期の生活目標きめ１－①、
③、④ ２－①、②、③、④ 
スクールバスでのマナーを身に
着けよう２－⑨ 
 

登下校や授業時間など約束を
守って行動しよう２－②、③４－
③、⑧ 
避難時はヘルメットをかぶろう２
－② 
避難のときはハンカチで口を押
さえよう。押さえられない人は
マスクを使いましょう。２－②避
難のときの心構え「お」「は」
「な」「し」を身に着けよう１－① 
２－① 

健全な心と体の成長について４
－⑨、⑩ 
スクールバスでのマナーを身に
着けよう２－⑨ 
避難時はヘルメットをかぶろう１
－①、②、③ 
休み時間に起こった災害の対
応について１－①、②、③、④ 

年末年始の交通安全について
１－②、④、⑤ 
スクールバスでのマナーを身に
着けよう２－⑨ 

３学期の生活目標きめ１－①、
③、④ ２－①、②、③、④ 
スクールバスでのマナーを身に
着けよう２－⑨ 
避難時はヘルメットをかぶろう２
－② 

スクールバスでのマナーを身に
着けよう２－⑨ 
避難時はヘルメットをかぶろう１
－②、③ 

スクールバスでのマナーを身に
着けよう２－⑨ 
避難時はヘルメットをかぶろう２
－② 

小学部 

並んで歩こう１－①、②、③、⑥ 
２－④ ２－① 

並んで歩こう１－①、②、③、⑥ 
２－④ ２－① 

傘の使い方が上手になろう１－
④ 
並んで避難しよう１－①、②２
－①、② 

セーフティ教室「先生のいうこと
を聞いて目立たないように静か
にしていよう」２－⑥、⑦ 

並んで歩こうⅠ－①、②、③、
⑥  ２－④  
横断歩道の渡り方を学習しよう 

信号カードを使って学習しよう１
－①、②、③、⑥ 

並んで歩こう１－①、②、③、⑥ 
２－④ １－① 

並んで避難しよう１－①、②２
－①、② 

並んで歩こう１－①、②、③、⑥ 
２－④ ２－① 

信号カードを使って学習しよう１
－①、②、③、⑥ 

並んで歩こう１－①、②、③、⑥ 
２－④ ２－① 

中学部 

パスモを使ってみよう１－⑨ パスモを上手にタッチしよう１－
⑨ 

わからないときはSOSカードを
使いましょう 
ヘルメットは自分でつけよう２－
② 
 
 

セーフティ教室「先生の指示に
したがって静かにしよう」２－⑥、
⑦ 

パスモを上手にタッチしよう１－
⑨ 

スクールバスでのマナーはでき
ていますか１－⑨ 

パスモを上手にタッチしよう１－
⑨ 

パスモをタッチしても入れない
ときはどうするかしろう１－⑨ 
緊急避難場所を確認して掃除
をしよう６－① 

パスモをタッチしても入れない
ときはどうするかしろう１－⑨ 

わからないときはSOSカードを
使いましょう１－②、③ 
ヘルメットは自分でつけよう２－
② 
 
 

  

高等部 

通学路を知って集団で下校しよ
う１－①、②、③、④ 
生活目標を決めよう 

定期やカードの出し方、車内で
の過ごし方１－②、⑨ 

セーフティ教室「不審者への対
応と犯罪被害防止」警察署要
請２－⑤、⑥、⑦ 
副読本「地震と安全」を用いて
地震についての対応をまなぶ２
－①、② 

先生のいないときでも安全に避
難しよう１－①、②、③ 

通学指導 駅、バス停、通学路
上での現地指導Ⅰ－①、②、
③、④、⑨ 
 
２学期の生活目標をきめよう 

通学指導 駅、バス停、通学路
上での現地指導Ⅰ－①、②、
③、④、⑨ 

タバコ、アルコール、薬物など
の危険について「服用薬の正し
い服用の仕方を知ろう」４－⑧、
⑨「タバコやアルコールの害に
ついて知ろう」４－⑧、⑨ 

通学指導 駅、バス停、通学路
上での現地指導Ⅰ－①、②、
③、④、⑨ 
 
２学期の生活目標をきめよう 

通学指導 駅、バス停、通学路
上での現地指導Ⅰ－①、②、
③、④、⑨ 

  通学指導 駅、バス停、通学路
上での現地指導Ⅰ－①、②、
③、④、⑨ 
一年間を振り返り安全に避難し
よう２－①、② 
避難経路を冷静に判断してさ
がす 

  

安全教育プログラムについて 
危機管理マニュアルについて
学校安全計画について 

校 内 安 全 点 検 
PTA総会 

不審者対応訓練 教職員向け 福祉避難所開設
準備訓練 

            安全教育に関する来年度指導
計 画 の 作 成 
３月１１日は「校内防災の日」 

特別支援学校 
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安全教育 

児童・生徒 

• 避難訓練（地震、火災、爆発物、高所避難練習 抜き
打ち訓練）  

• 防犯訓練（不審者）  

• セーフティ教室 （交通安全、SNS安全、少年非行防止
教室）  

• 総合防災訓練 通学指導（登下校指導、一人通学指
導 ） 

• あいさつ運動 宿泊防災訓練（高等部１年生）など  
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避難訓練の内容（例） 
①   ４月１４日（木） 地震  
②   ５月   ６日（金） 火災 
③   ６月１５日（水） 地震  
④   ７月１５日（金）   地震→津波（校舎３階に避難） 
⑤   ９月   ５日（月）   総合防災訓練１次避難校庭、２次 
    避難近隣の公園）起震車体験  
⑥   ９月   ５日（月）～高所避難練習（近隣団地、高所地など） 
⑦   ９月３０日（金）～１０月１日（土）宿泊防災訓練（高１）  
⑧１０月２７日（木） 火災  
⑨１１月１８日（金）   地震抜打（緊急地震速報）  
⑩１２月   ６日（火）   地震→火事抜打（緊急地震速報）  
⑪   １月１７日（火）   火災抜打  
⑫ ２月 ６日（月） 火災抜打（高等部   自営消防団活動）  
⑬ ３月 ８日（水） 地震抜打（緊急地震速報）                         
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教職員の安全教育 

• シャッター通過訓練 防犯訓練（刺す又） 通
信訓練（まちcomi )  消火器訓練 災害伝言
ダイヤル（１７１）訓練 避難訓練 安全点検 
心肺蘇生法講習会 防災施設等の点検 SB
連絡会（保護者対象、SB会社、乗務員対象） 

• 【都】 生活指導主任会 （年３回） 安全プロ
グラム作成 【区】 生活指導主任会（月１回） 
校内 自立支援協議会（防災部会） 【校内】 
学校安全委員会 防災委員会 防災推進教
育委員会 福祉避難所対応訓練（平成８年区
と契約） 

 

 

 

- 12 -



宿泊防災訓練（平成２５年度～） 
高等部 

ねらい  

危機管理マニュアルに沿った大規模災害等対
応を実践して行い検証する。 

教職員が役割に応じた対応を行えるようにする 

生徒が災害や災害時の対応について理解を深
め、必要な知識や行動を知る。 

内容 

避難訓練 防災学習（人形劇、DVD,移動訓練、
振り返り、グループ発表）宿泊準備 （係分担・・
食料係、物資運搬係など） 夕食準備、引き取
り訓練 
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特別支援学校 

• 平成２７年度全国の特別支援学校 １１１４校  

• 【障害別種】 視覚障害８３ 聴覚障害１１８   
知的障害７４５ 肢体不自由３４５ 病弱１４５ 
（併置校があるので数が合ってない）  

• 【学部】 幼稚部 小学部 中学部 高等部 

• 【総児童生徒数】 約１３万８千人 男子が多い 

• 【教員数】 約８万１３００人 女性 ６１．２％ 

    ※特別支援の免許を持っていない教員も少なくない          
                     （平成２７年度文部科学省学校基本調査） 

 

 

 

 

 

 

- 17 -



特別支援学級 

• 全国の特別支援学級数  平成27年 54586学級 

• 児童生徒数         平成27年201493人             

• 教員数              平成27年 58881人 

 特別支援学校教諭免許状所有者30％ 18071人 

                 

 （平成２８年度文部科学省学校基本調査）（平成２７年度特別支援教育資料） 
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特別支援学校安全教育の課題 

• 個別指導計画に安全教育の欄を設ける。 

• 教職員一人一人の安全教育の知識の習得
（大学等での安全教育の位置づけ） 

• 認定講習等の特別支援教育の免許取得に障
害者の安全の項目を入れる。 

• 教員の研修の充実 
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