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特別支援学校学習指導要領解説（文部科学省） 
https://www.mext.go.jp/a

_menu/shotou/tokubetu/m

ain/1386427.htm 
 

特別支援学校小学部・中学部学習評価参考資料

（文部科学省 令和 2 年 4 月） 

https://www.mext.go.jp/c

ontent/20200515-

mxt_tokubetu01-

1386427.pdf  

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 令和 3 年 6 月） 

https://www.mext.go.jp/a

_menu/shotou/tokubetu/m

aterial/1340250_00001.h

tm  

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） 

https://www.mext.go.jp/c

omponent/a_menu/educati

on/micro_detail/__icsFiles

/afieldfile/2017/10/13/1

383809_1.pdf 
 

交流及び共同学習ガイド（文部科学省 平成 31

年 3 月） 

https://www.mext.go.jp/a

_menu/shotou/tokubetu/_

_icsFiles/afieldfile/2019/

04/11/1413898_01.pdf  

初めて通級による指導を担当する教師のため

のガイド（文部科学省 令和 2 年 3 月） 

https://www.mext.go.jp/ts

ukyu-guide/index.html 

 

インターネットによる講義配信 NISE 学びラ

ボ（国立特別支援教育総合研究所） 

https://www.nise.go.jp/nc

/training_seminar/online 

 

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） 

http://inclusive.nise.go.jp

/ 

 

各障害における関連情報（国立特別支援教育総

合研究所） 

https://www.nise.go.jp/nc

/each_obstacle 
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◇「特別支援学校幼稚部教育要領小学部・中学部学習指導要領」（文部科学省 平成２９年４月告示） 

◇「特別支援学校幼稚部教育要領・学習指導要領 総則編（幼稚部・小学部・中学部）」（文部科学省 平成 

３０年３月） 

◇「特別支援学校学習指導要領 各教科等編（小学部・中学部）」（文部科学省 平成３０年３月） 

◇「特別支援学校幼稚部教育要領・学習指導要領 自立活動編（幼稚部・小学部・中学部）」（文部科学省 平

成３０年３月） 

◇「特別支援学校小学部・中学部学習評価参考資料」（文部科学省 令和２年４月） 

◇「小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 総則編」（文部科学省 平成２９年７月） 

◇「中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 総則編」（文部科学省 平成２９年７月） 

◇「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）」（文部科学省 平成２５年１０月） 

◇「ICF 児童青年期バージョンの教育施策への活用に関する開発的研究」（独立行政法人国立特別支援教育

総合研究所 平成２０年３月） 

◇「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」（中央

教育審議会 平成２４年７月） 

◇「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 令和３年６月） 

◇「第 1 回家庭と教育と福祉の連携『トライアングル』プロジェクト会議資料」（文部科学省 平成２９年１２月） 

◇「インクルーシブ教育推進事業説明資料」（文部科学省 平成２８年） 

◇「障がいのある方のよりよい暮らしのために２０２２年度版（２０２１年１２月発行）」（鳥取県 令和３年１２月） 

◇「『個別の教育支援計画』の策定に関する実際的研究」（独立行政法人国立特殊教育総合研究所 平成１８

年３月） 

◇「アセスメントとプランニングに基づく子ども支援 ケース会議マニュアル」（鳥取県教育委員会 平成３１年３

月） 

◇「教育相談体制充実のための手引き」（鳥取県教育委員会 平成３０年７月） 

◇「小学校・中学校管理職のための特別支援学級の教育課程編成ガイドブック-試案-」（独立行政法人国立

特別支援教育総合研究所 平成２８年３月） 

◇「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等につ

いて（通知）」（文部科学省 平成３１年３月） 

◇「改訂第 3 版障害に応じた通級による指導の手引」（文部科学省 平成３０年８月） 

◇「通級指導担当者ガイドブック」（山口県通級指導担当者専門性充実検討会議 平成３０年３月） 

◇「校内における交流及び共同学習の充実－多層的な支援システムを手がかりに－」（独立行政法人国立特別

支援教育総合研究所ホームページ） 

◇「交流及び共同学習の推進に関する研究」（独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 平成３０年３月） 

◇「交流及び共同学習ガイド」（文部科学省 平成３１年３月） 

◇「特別支援教育について ４．それぞれの障害に配慮した教育」（文部科学省ホームページ） 

◇「教育の情報化に関する手引」（文部科学省 令和元年１２月） 

◇「特別支援教育教材ポータルサイト」（独立行政法人国立特別支援教育総合研究所ホームページ） 

◇「特別支援学校日常生活の指導ガイド」（秋田県教育委員会 平成３０年３月） 

◇「複式学級における学習指導改訂版Ⅱ」（奈良県教育委員会 平成２７年３月） 

◇「複式学級を有する学校のために－複式学級指導資料－」（宮崎県教育委員会 平成２３年３月） 
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知的障害特別支援学級担任のための授業づく

り サ ポ ー ト キ ッ ト （ 小 学 校 編 ） す け っ と

（Sukett）（国立特別支援教育総合研究所） 

https://www.nise.go.jp/nc

/study/others/disability_li

st/intellectual/sk-basket 
 

各種リーフレット・手引等（鳥取県教育委員会） 

・鳥取県の特別支援教育－理解と啓発のために

－（毎年発行） 

・鳥取県版公立学校における医療的ケア体制ガ

イドライン（令和 2 年 6 月） 

・支援をつなぐ～よりよい学校生活を送るため

に～（平成 25 年 3 月） 

・通常の学級における特別支援教育～小学校・

中学校編～(平成 23 年 3 月)  

https://www.pref.tottori.l

g.jp/123222.htm 

 

就学事務の手引（鳥取県教育委員会 令和 4 年

3 月改訂） 

https://www.pref.tottori.l

g.jp/247422.htm 

 

手話ハンドブック入門編 

手話言語条例学習教材「AKASHI～証～」 

（鳥取県教育委員会） 

https://www.pref.tottori.l

g.jp/265402.htm 
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＜アートリピーとは＞ 
鳥取県で平成２６年に開催された「第１４回全国障がい者芸術・文化祭と

っとり大会」のマスコットキャラクターです。胸に着けているのは「あいサポート

バッジ」です。「あいサポートバッジ」は、障がいのある方を優しく支え、共生社

会の大切さなどを広める「あいサポーター」のシンボルバッジです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜発行＞ 鳥取県教育委員会事務局特別支援教育課 

住  所  〒６８０－８５７０鳥取市東町一丁目２７１ 

電  話  （０８５７）２６－７５７４ 

フ ァ ク シ ミ リ  （０８５７）２６－８１０１ 

 

本手引は、鳥取県教育委員会ホームページからダウンロードすることができます。 

＜鳥取県教育委員会ホームページ＞ 

https://www.pref.tottori.lg.jp/123222.htm 

 

 

御御協協力力いいたただだいいたた学学校校 

鳥取市立稲葉山小学校 

鳥取市立湖山小学校 

八頭町立八頭中学校 

若桜町立若桜学園小学校 

倉吉市立西郷小学校 

湯梨浜町立東郷小学校 

北栄町立北条小学校 

琴浦町立聖郷小学校 

琴浦町立八橋小学校 

米子市立啓成小学校 

米子市立就将小学校 

米子市立弓ヶ浜小学校 

鳥取県立鳥取盲学校 

鳥取県立鳥取聾学校ひまわり分校 

鳥取県立倉吉養護学校 




