
 

ゆい１ 

ゆい教室 教育課程 

 

(１) 島尻特別支援学校高等部の教育目標  

 【知】社会規範について考え、実践する態度を育てる。 
    ①あいさつができる生徒  
    ②報告・連絡・相談ができる生徒 
   ③規則を遵守することができる生徒 

 【徳】集団生活に積極的に参加し、健全な人間関係を築く態度を育てる。 
   ①場に応じた言葉使いができる生徒 
   ②相手を尊重することができる生徒 
   ③思いやりを持ち、助け合い協力することができる生徒 
 【体】基本的な生活習慣を整え、意欲を持って活動する態度を育てる。 
   ①自ら体調を整え、生活習慣を管理できる生徒 
   ②社会生活に意欲を持ち、根気よく成長を目指せる生徒 
   ③余暇を楽しく過ごすことができる生徒 
 
 

  ゆい教室の教育目標 

①あいさつや返事ができる生徒 
②自分自身や相手を大切にできる生徒 
③社会生活に対し主体的に活動できる生徒 
④真和志高等学校の生徒と共に学び、お互いを尊重し、共に支え合う生徒 

 
 
 

（２）教育課程の編成方針 

  ① 本校の教育課程編成の方針に基づき、生徒の実態に即して教育内容を精選し、弾力的に編成する。 
  ② 生徒の実態や発達段階に即して、各教科、各教科等を合わせた指導や自立活動を適切に配当し編成

する。 
  ③ 沖縄県立真和志高等学校や沖縄県立島尻特別支援学校と連携を図り、生徒の実態や発達段階を踏ま

え、可能な限り交流及び共同学習を実施する。 
 
 
 

（３）各教科等の指導の重点 

① 各教科 
ア 国語 

（ｧ）知識及び技能 

社会生活に必要な国語の知識や技能を身に付けるとともに、我が国の言語文化に親しんだり 

理解したりすることができるようにする。 

（ｨ）思考力・判断力・表現力等 

筋道立てて考える力や豊かに感じたり想像したりする力を養い、社会生活における人との関 

わりの中で伝え合う力を高めることができるようにする。 

（ｩ）学びに向かう力・人間性等 

言葉が持つ良さを認識するとともに、進んで読書をし、国語を大切にして、思いや考えを伝 

え合おうとする態度を養う。 



 

ゆい２ 

イ 社会 
（ｧ）知識及び技能 

自分たちの住む地域の地理、産業、社会参加するためのきまり、公共施設の役割と制度等につ

いて、様々な資料や具体的な活動を通して理解できるようにする。 
（ｨ）思考力・判断力・表現力等 

身のまわりの社会的事象について、自分の生活と結び付けて考える力、社会への関わり方を選

択・判断する力、考えたことや選択・判断したことを表現する力を養う。 
(ｩ) 学びに向かう力人間性等 

社会に関わろうとする態度や、社会生活に生かそうとする態度を養うとともに、主体的に地域

社会の一員として生きていこうとする自覚を養う。 
 

ウ 数学 
(ｧ) 知識及び技能 

      数量や図形などについての基礎的・基本的な概念や性質などを理解するとともに、日常の事象

を数学化したり、数学的に解釈したり、数学的に表現・処理したりする技能を身につけるように

する。 
(ｨ) 思考力・判断力・表現力等 

日常の事象を数理的に捉え見通しを持って考察する力、基礎的・基本的な数量や図形の性質な

どを考察する力、数学的な表現を用いて事象を簡潔に表現する力を養う。 
(ｩ) 学びに向かう力・人間性等 
 数学的活動の楽しさや数学のよさに気づき、数学を生活や学習に生かそうとする態度を養う。 

 
エ 理科 

(ｧ) 知識及び技能 
人の体や身近な生物、事物などの仕組みや働きについて知識を深め、初歩的な技能を身に付け

るようにする。 
(ｨ) 思考力・判断力・表現力等 

自然の事物・現象についてよく観察し、理解を深めるとともに、自然と生活との関係について 
ての仕組みに気付く力を養う。 

(ｩ)  学びに向かう力・人間性等 
自然を大切にする気持ちを育て、学んだことを生活に生かそうとする態度を養う。 

 
オ 音楽 

      (ｧ) 知識及び技能 
曲想と曲の雰囲気などとの関わりについて理解するとともに、音楽表現をするために必要な歌

唱、器楽、音楽づくり、身体表現の技能を身に付けるようにする。 
(ｨ) 思考力・判断力・表現力等 

音楽表現を考えることや、音や音楽を味わいながら聴くことができるようにする。 
(ｩ) 学びに向かう力・人間性等 

             進んで音や音楽に関わり、協働して音楽活動をする楽しさを感じるとともに、音楽経験を生か

して生活を明るく豊かなものにしていく態度を養う。 
 

カ 美術 
(ｧ) 知識及び技能 

       造形的な視点について理解するとともに、意図に応じて表現方法工夫して表すことができる

ようにする。 

(ｨ) 思考力・判断力・表現力等 

   造形的なよさや面白さ、表したいことや表し方などについて考え、身近にある造形や作品な

どから、自分の見方や感じ方を広げることができるようにする。 

(ｩ) 学びに向かう力・人間正等 

       創造活動の喜びを味わい、美術を愛好する心情を育み培い、心豊かな生活を営む態度を養う。 



 

ゆい３ 

キ 保健体育 
(ｧ) 知識及び技能 

      各種の運動の楽しさや喜びを味わい、その特性に応じた技能等や心身の発育・発達や個人生活

に必要な健康・安全に関する事柄などを理解するとともに、基本的な動きや技能を身に付けるよ

うにする。 
(ｨ) 思考力・判断力・表現力等 

      各種の運動や健康な生活における自分の課題を見付け、その解決のための活動を考え、工夫

したことを他者に伝える力を養う。 

(ｩ) 学びに向かう力・人間性等 

      生涯にわたって運動に親しむことや健康の保持増進と体力の向上を目指し、明るく豊かな生活

を営む態度を養う。 

   
ク 職業 

(ｧ) 知識及び技能 
職業に関する事柄について理解するとともに、将来の職業生活に係る技能を身に付けるように

する。 
      (ｨ) 思考力・判断力・表現力等 
        将来の職業生活に必要な事柄について触れ、課題や解決策に気付き、実践し、学習したことを 
      伝えるなど、課題を解決する力の基礎を養う。 
     (ｩ) 学びに向かう力・人間性等 
      よりよい将来の職業生活の実現や地域社会への参画に向けて、生活を工夫しようとする実践的

な態度を養う。 
     

   ケ 家庭 

    (ｧ) 知識及び技能 
      家族・家庭の機能について理解し、生活の自立に必要な家族・家庭、衣食住、消費や環境等に

ついての基礎的な理解を図るとともに、それらに係る技能を身に付けるようにする。 
    (ｨ) 思考力判断力・表現力等 
      家庭生活に必要な事柄について触れ、課題や解決策に気付き、実践し、学習したことを伝える

など、日常生活において課題を解決する力の基礎を養う。 
    (ｩ) 学びに向かう力・人間性等 
      家族や地域の人々との関わりを通して、よりよい生活の実現に向けて、生活を工夫し考えよう

とする態度を養う。 
 

コ 外国語（英語） 
(ｧ) 知識及び技能 

      音声や文字、語彙、表現などについて日本語と外国語との違いに気付くとともに、読むこと、

書くこと、話すことを中心とした実際のコミュニケーションにおいて活用できる基礎的な力を身

に付けるようにする。 
(ｨ) 思考力・判断力・表現力等 

      コミュニケーションを行う目的や場面、状況などに応じて、身近で簡単な事柄について、聞い

たり話したりするとともに、音声で十分に慣れ親しんだ外国語の語彙などを真似ながら読んだり、

外国語の文字をなぞって書いたりして、自分の考えや気持ちなどを伝え合うことができる基礎的

な力を養う。 
(ｩ) 学びに向かう力・人間性等 

      外国語の背景にある文化について理解し、相手に配慮しながら、主体的に外国語を用いてコミ

ュニケーションを図ろうとする態度を養う。 
 
 
 

 



 

ゆい４ 

サ 情報 
    (ｧ) 知識及び技能 
      効果的なコミュニケーションの方法や、身近にあるコンピュータやデータの活用について知り、

基礎的な技能を身に付けるとともに、情報社会と人との関わりについて知る。  
    (ｨ) 思考力・判断力・表現力等 
      身近な事象を情報とその結び付きとして捉え、問題を知り、問題を解決するために必要な情報

と情報技術を活用する力を養う。 
  (ｩ) 学びに向かう力・人間性等 

      身近にある情報や情報技術を活用するとともに、情報社会に関わろうとする態度を養う。 
 

② 道徳科 
     (ｧ) 道徳的判断力 

生活上の困難を克服する知恵を学び、ものごとの善悪を判断し、よく考えて行動する態度を 
養う。 

     (ｨ) 道徳的心情 
他人を思いやり、性差、年齢、障害の有無を問わず相手を理解しようとする態度を育てる。 

     (ｩ) 道徳的実践意欲と態度 
常によりよく在ろうとする気持ちを培い、自分の課題に向き合う態度を育て、互いに助け合 

い協力して生きていこうとする力を養う。 
     
   ③ 特別活動 

     (ｧ) 知識及び技能 
多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や、活動を行う上で必要となることについて理解

し、行動の仕方を身に付けるようにする。 
(ｨ) 思考力・判断力・表現力等 

集団や自己の生活、人間関係の課題を見いだし、解決するために話し合い、合意形成を図った

り、意思決定したりすることができるようにする。 
(ｩ)  学びに向かう力・人間性等 
    自主的、実践的な集団活動を通して身に付けたことを生かして、集団や社会における生活及び

人間関係をよりよく形成するとともに、人間としての生き方についての考えを深め、自己実現を

図ろうとする態度を養う。 
                                                                      

  ④ 自立活動 
個々の生徒の障害や特性等に応じた「健康の保持」「心理的な安定」「人間関係の形成」「環境の

把握」「身体の動き」「コミュニケーション」の指導を通して、障害に基づく種々の困難を主体的に

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、心身の調和的発達の基盤を培う。 
 
⑤ 総合的な探究の時間 
 (ｧ) 知識及び技能 

     探究的な学習の過程において、課題の解決に必要な知識及び技能を身に付け、課題に関わる概念を

形成し、探究的な学習のよさを理解するようにする。 
      (ｨ) 思考力・判断力・表現力等 
     実社会や実生活の中から問いを見いだし、自分で課題を立て、情報を集め、整理・分析して、まと

め・表現することができるようにする。 
   (ｩ) 学びに向かう力・人間性等 
     探究的な学習に主体的・協働的に取り組むとともに、互いのよさを生かしながら、積極的に社会に

参画しようとする態度を養う。 
   



 

ゆい５ 

⑥ 各教科等を合わせた指導 

   ア 日常生活の指導 
○各教科と連動しながら衣・食・住に関わる基本的生活習慣の知識や技能を身につける。 
○自分で判断し、選択する力、それらの意思を表出する態度を育成する。 

○進んで集団生活に参加し、社会生活において必要な言葉遣いや礼儀作法などを実践し、よ 
りよい生活、生き方へ向けて成長しようとする態度を育てる。 

 

      イ 生活単元学習 
○教科で学んだ事を周りの自然，生活に関わることを通して再確認し、使える知識として生かし、

地域社会の出来事に興味・関心をもたせる。 
○生活に即した学習活動を通して、学んだ知識を横断的につなげて思考し、判断する経験を重ね思

考力を身につける。 
○生活上の目標や課題に意欲的に取り組み、習慣、態度を養い、社会性を育てる。 

 
     ウ 作業学習 

○作業活動を通して、道具やモノを活用する経験を広げ、職業能力を高める。 
○あいさつのみならず報告・連絡・相談等、周囲と協力する態度を育てる。 
○安全に配慮し、分らないことは質問できる力、よりよく工夫する力を養う。 

 

（４）交流及び共同学習の重点 

  ① 沖縄県立真和志高等学校の生徒や地域の人々と活動を共にする機会を設定し、社会性や好ましい人

間関係の育成を目指す。 
 ② 交流及び共同学習を通して、相互理解を深めると共に将来自立し、社会参加できる素地を養う。 

 

（５）生徒指導の重点  

  ① 日常生活の基本的な生活習慣を確立し、進んで集団活動に参加し、学校、家庭（施設）、社会で生 
活する能力を身に付けるようにする。 

② 望ましい人間関係の形成を目指し、教育活動全体を通して、社会生活をおくる上で必要な基本的マナー

や、道徳的判断力を養う。 

 

（６）キャリア教育の重点 

   ① 将来就労する事への意義や社会参加することへの希望を持たせ、自己や他者へ関心を持ち、その在

り方について考える態度を身に付けるようにする。 
② 生徒個々の実態を把握した上で、就業体験のみならず教育活動全体を通して、社会参加するのに必

要な知識、技能、態度を身に付けるようにする。 
  ③ 進路先の開拓に努めるとともに、関係機関とのネットワークを形成し、移行支援の充実を図る。 
 

（７）生涯学習への意欲を高める指導の重点 

① 生徒一人一人が「生きがい」「学びがい」を実感する授業実践を行う。 
② 生徒自らが目標や課題をみつけ、考えて判断し行動する力、また困ったときには、周りの信頼でき

る大人に相談する知識や方法(技能)、態度を養う。 
③ 地域の生涯活動について情報を得る方法や自ら参加する態度を養う。 
④ ICT 機器の活用を含め、生徒一人一人の興味関心に応じ、地域と連携した環境づくりを行う。 



 

ゆい６ 

（８）安全教育の重点 

    ① 生命の尊さを知ること、自己の障害の状態や安全に必要な知識を身につけるようにする。 
② 健康の保持増進について必要な知識を身につけ、生活の中で実践できる力を養う。 
③ 自己と他者への関心を持ち、相互に協力して身体の健康ならびに安全が構築されていくことを各発

達段階において深く学ぶ態度を養う。 
 

（９）指導形態 

   卒業後の職業自立・社会参加に向けて、必要な技能や態度の定着を図るとともに、時代に応じた職種

（作業種目）の拡大と各職業に必要な知識、技能、態度の育成に努める。 
環境教育、交流及び共同学習、平和教育、生涯教育、進路指導については、生活単元学習や総合的な

探究の時間に位置づけて編成する。 

   
自立活動は、学校の「教育活動全体を通して行う指導」と「自立活動の時間における指導」を実施す

る。「自立活動の時間における指導」は生徒の実態やニーズ、発達段階等を踏まえた上で、個別や異学

年との合同学習など弾力的に指導を行う。 
 

教育課程の構造図 

 
（知的代替）              

教育課程 
 

各教科        道徳科         特別活動                   
国 社 数 理 音 美 保体                                 
職 家 外国語 情報                                  

     
          ┏━━━━━━━━━━━━━┓              

各教科等を合わせた指導      各教科の指導          
                              
                                 
      ┏━━━━━━━┓     ┏━━━╋━━━┓           
     の日  学生   作     音   美   保          自    
     指常  習活   業     楽   術   健          立    
     導生   単   学             体          活    
      活   元   習             育          動    
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ゆい７ 

 日課表 

    

 平常授業（５０分） 短縮授業（４５分） 

登 校 ８：４０～８：５０ ８：４０～８：５０ 

朝のＳＨＲ ８：５０～９：００ ８：５０～９：００ 

１校時 ９：１０～１０：００ ９：１０～９：５５ 

２校時 １０：１０～１１：００ １０：０５～１０：５０ 

３校時 １１：１０～１２：００ １１：００～１１：４５ 

４校時 １２：１０～１３：００ １１：５５～１２：４０ 

昼 食 １３：００～１３：４５ １２：４０～１３：２５ 

１０分間学習 １３：４５～１３：５５ １３：２５～１３：３５ 

ＳＨＲ １３：５５～１４：０５ １３：３５～１３：４５ 

清 掃 １４：０５～１４：１５ １３：４５～１３：５５ 

５校時 １４：２０～１５：１０ １４：００～１４：４５ 

６校時 １５：２０～１６：１０ １４：５５～１５：４０ 

 

                                                                      


