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令和２年（2020年）５月４日

各 教 育 局 長
様

各道立特別支援学校長

学校教育局特別支援教育課長

道立特別支援学校における臨時休業期間中の学習指導について（通知）

このことについては、令和２年（2020年）４月14日付け教義第68号「新型コロナウイル

ス感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の学習指導につい

て」等を踏まえ、臨時休業中の措置を講じていただいているところですが、このたびの臨

時休業の更なる要請に伴い、児童生徒等の学習に遅れが生じることのないよう、次により

適切な対応をお願いします。

記

１ 臨時休業が続いた場合の学習指導については、令和２年(2020年)４月24日付け事務連

絡「新型コロナウイルス感染症に対応した小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校

等における教育活動の再開等に関するＱ＆Ａの送付について（４月23日時点）」（関係箇

所を別添送付）を踏まえること。

２ 学校の指導計画や児童生徒等一人一人の障がいの状態等を踏まえた適切な家庭学習を

課すこと。その際、児童生徒等の状況に応じて、別添の「学習計画表・記録表」等の送

付物等や道立特別支援教育センターWebページの「特別支援教育 学び・生活サポート

サイト」(http://tokucen.hokkaido-c.ed.jp/?page_id=582)に掲載しているコンテンツ

を参考にするなどして、保護者等の協力を得ながら、児童生徒等が計画性をもって家庭

学習に取り組むことができるよう工夫すること。

３ 家庭での学習状況及びその成果を、家庭訪問や来校相談の実施、電話やメール、オン

ラインの活用等の様々な手段を通じてきめ細かく把握し、登校再開後の学習指導に生か

すこと。

４ 家庭学習の充実に向けた保護者向け資料「お子様のご家庭での学びや生活を支えるた

めに」等を郵送やメールなどにより周知すること。

（特別支援教育指導係）

（特別支援教育振興係）



お子様のご家庭での学びや生活を支えるために
北海道教育委員会

北海道教育委員会では、臨時休業中、子どもたちの「学びをとめない」環境づくりを支えていきます。
ご家庭、地域での見守り、ご協力をよろしくお願いいたします。

北海道教育委員会教育長 小 玉 俊 宏

ご家庭での見守り・指導をお願いします

保護者の皆様へ

学校が子どもたちの学びや生活をサポートします

・「手洗い」「咳エチケット」の徹底

・十分な睡眠やバランスのとれた食事

・毎朝の体温測定などの健康管理

○感染予防を徹底しましょう

・適度な散歩や運動

（屋外での活動は人の距離に配慮）

・電話相談や来校相談

○心身のケアに努めましょう どさんこ学び応援サイト

お子様の家庭学習に

役立つ資料を掲載

しています。

障がいの状態等に

応じた教材や作品を

掲載しています。

・電話相談 ・メール相談

・家庭訪問

・来校相談

○お子さんの学習の様子に応じて

相談・アドバイスを行います

確認
アドバイス

相 談

○心身や学習のケアを個別に対応します

・家庭学習や基本的生活習慣に関わるアドバイス

・健康状態の確認

○計画的に家庭学習を進めましょう

・一人ひとりの学習の状況等に基づいた課題

・興味や関心に基づいた自主学習

・テレビ会議システム ・分散登校

特別支援教育

学習・生活サポートサイト



まずは

臨時休業中に、家庭で学習するために役立つ情報をまとめたWebページが

できました。

学習習慣や生活リズムが整うよう、家族とも相談をしながら、曜日や時間

を決めて取り組みましょう。

特別支援教育課・特別支援教育センター

りんじきゅうぎょうちゅう かてい がくしゅう やくだ じょうほう ウェブ

がくしゅうしゅうかん せいかつ ととの かぞく そうだん ようび じかん

北海道 特セン 検索

特別支援教育YouTubeチャンネル
・特別支援学校の先生たちが作成した動画を紹介しています。
http://tokucen.hokkaido-c.ed.jp/?page_id=589

※ ５月中旬にページを開設します。

ほっかいどう とく

または

特別支援教育

学び・生活サポートサイト

き と く

アートギャラリー
・みなさんからの作品を募集します！
・サイト内の応募フォームからどんどん応募してください。
http://tokucen.hokkaido-c.ed.jp/?page_id=587

どさんこ学び応援サイト

・教科学習を行うための資料を掲載しています。
http://tokucen.hokkaido-c.ed.jp/?page_id=571

特別支援教育
学び・生活
サポートサイト



 

【事務連絡】 令和２年４月 24 日付け「新型コロナウイルス感染症に対応した小学校、中学校、 

高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等に関するＱ＆Ａの送付につ 

いて（４月 23 日時点）」＜抜粋＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校指導に関すること】 

問５９ ４月以降にも臨時休業を実施する場合、児童生徒の学習に著しい遅れが生じることの

ないよう、どのような方策が考えられるか。 

 

○ 臨時休業等が続いた場合であっても、児童生徒が授業を十分に受けられないことによって、

児童生徒の学習に著しい遅れが生じないよう、令和２年４月10日付け初等中等教育局長通知

「新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の

学習指導について」において基本的な考え方等をお示しし、各教育委員会・学校等に必要な措

置を講じることを依頼しています。 

○ 具体的には、やむを得ず登校できない児童生徒に対して、地域の感染の状況や学校、児童生

徒の状況等も踏まえながら、学校が指導計画を踏まえた適切な家庭学習を課すとともに、登校

日の設定や家庭訪問の実施、電話、電子メール等の様々な手段を通じて学習の状況や成果をき

め細かく把握することを求めています。 

○ また、登校再開後には、学校において、しっかりと学習内容の定着を確認し、補充のための

授業や補習の実施など、学習の遅れを補うための可能な限りの措置を講じること、特に学習内

容の定着が不十分な児童生徒に対しては、別途、個別に補習を実施する、追加の家庭学習を適

切に課すなどの必要な措置を講じることを依頼しているところです。 

○ 文部科学省としても、児童生徒の家庭学習の支援方策の一つとして、家庭学習を支援する教

材等を「子供の学び応援サイト」に随時掲載しており、家庭学習を課す際に、本サイトを活用

いただくことも考えられます。また、各学校・設置者等が教科書を十分に活用して必要な措置

問５９ ４月以降にも臨時休業を実施する場合、児童生徒の学習に著しい遅れが生じること 

のないよう、どのような方策が考えられるか。 

問６２ 臨時休業期間中に実施した家庭学習の内容を、当該児童生徒の学習評価に反映して 

よいか。 

問６３ 家庭学習の成果を学習評価に反映する場合、「思考・判断・表現」や「主体的に学 

習に取り組む態度」はどのように評価すればよいのか。 

問６４ 令和２年４月 10 日付け初等中等教育局長通知「新型コロナウイルス感染症対策の 

ための臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の学習指導について」において 

は、臨時休業等が長期化し、教育課程の実施に支障が生じる事態に備えるための特例 

的な措置として、学校が課した家庭学習の内容について、一定の要件の下で学校の再 

開後等に再度学校で指導しなくてもよいものとすることができるとされているが、具 

体的にはどのような場合が考えられるのか。 

問６５ 上記措置をとる場合において、指導計画に適切に位置付く家庭学習とは、具体的に 

どのようなものが想定されるのか。 

問６６ 上記措置をとる場合において、臨時休業が長期化し、教育課程の実施に支障が生じ 

る事態とは、具体的にどの程度臨時休業が長期化した場合を想定しているのか。 

問６７ 上記措置をとる場合において、授業時数の扱いはどうなるのか。 

問６９ オンラインでの指導において教材等の著作物をインターネットで送信したい。著作

権について留意すべきことはあるか。 

 

〔別添〕 



 

を講じることができるよう、各教科書発行者に対して、各学校・設置者等の検討に資する資料

の作成について依頼しているところであり、必要に応じて参照いただきたいと考えています。 

○ 更に、登校再開後に向けては、各教育委員会や学校における取組を支援するため、教員の加

配や学習指導員、スクールカウンセラー等について、その配置のための経費を支援する予定で

あり、退職教員等の協力もいただきながら、補習やきめ細かな指導、感染防止のための少人数

指導等の支援を行っていただきたいと考えています。 

 

担当：初等中等教育局教育課程課（内２３６７） 

 

 

問６２ 臨時休業期間中に実施した家庭学習の内容を、当該児童生徒の学習評価に反映してよ

いか。 

 

○ 臨時休業に伴い学校に登校できない児童生徒に対しては、指導計画等を踏まえながら家庭学

習を課し、教師がその学習状況や成果を確認し、学校における学習評価に反映することができ

ます。 

○ 各学校が休業期間中に課す家庭学習については、登校再開後の授業への円滑な接続を見据え、

主たる教材である教科書を中心に、教科書と併用できる教材等を適切に組み合わせたものとし

て課し、学校の指導計画の下で、その学習状況や成果を把握し指導や学習の改善に努めること

が重要と考えています。 

○ このような観点から、令和２年４月10日付け初等中等教育局長通知「新型コロナウイルス感

染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の学習指導について」では、

家庭での学習状況及び成果の把握の方法を例示していますが、その中では、 

① ワークブックや書き込み式のプリントの活用、レポートの作成、登校日における学習状況

確認のための小テストの実施など家庭での学習を支えつつ、その学習状況を適切に把握する

ための取組に加えて、 

② 作成したレポートに対する教師のフィーバックや児童生徒自身によるノートへの学びの

振り返りの記録など、家庭学習の成果を児童生徒が自覚して次の学習や指導に生かしていく

ための、いわゆる指導と評価の一体化に資する取組も併せてお示ししているところです。 

○ 文部科学省としても、このような各学校における指導と評価の一体化を通じた家庭学習の充

実の取組を支援する観点から、①文部科学省ホームページでの「子供の学び応援サイト」の開

設や②教科書発行者に対し、教科書の内容に対応した動画やワークシート等の教材の整理、ホ

ームページ等での周知を依頼するなどの取組を行っているところであり、引き続き、これらの

取組を充実してまいります。 

 

担当：初等中等教育局教育課程課（内２３６７） 

 

 

問６３ 家庭学習の成果を学習評価に反映する場合、「思考・判断・表現」や「主体的に学習

に取り組む態度」はどのように評価すればよいのか。 

 

○ 文部科学省では、本年４月から全面実施となる小学校の新学習指導要領の下での学習評価に

ついて「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の観点別の学習

状況の評価を実施するよう求めております。 

○ 御指摘の観点に関する学習評価の方法について、昨年３月の中央教育審議会教育課程部会の

報告では、 

・ 「思考・判断・表現」の観点については、ペーパーテスト、論述やレポート、発表・グル



 

ープでの話し合い、作品の制作や表現などの方法を 

・ 「主体的に学習に取り組む態度」の観点については、ノートやレポート等における記述、

授業中の発言、教師による行動観察などの方法を 

それぞれ例示しているところです。 

○ 令和２年４月10日付け初等中等教育局長通知「新型コロナウイルス感染症対策のための臨時

休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の学習指導について」に基づき、各学校においてど

のような家庭学習を課し、どのような方法で学習状況を把握するかは、該当する教科等の特質

や内容、主たる教材である教科書の記述等を踏まえて、当該学習活動の実施や学習成果の把握

が適切に行えるかどうかを含め、それぞれの実態に応じて検討いただくこととなりますが、一

般論としては、①ワークブックやプリント、ノートへの記述など家庭学習の直接の成果物を求

める方法により把握できる情報と、②登校日や家庭訪問等、児童生徒と直接やりとりをする方

法により把握できる情報とを適切に組み合わせた指導計画を立案し、その下での学習評価の方

法を検討いただくことが重要と考えます。 

○ なお、各学校における家庭学習の状況を把握する上では、主たる教材である教科書に沿った

ワークシートの活用も有効となります。文部科学省では、先般、教科書発行者に対し教科書の

内容に対応した教材の整理を依頼したところです。 

 

担当：初等中等教育局教育課程課（内２３６７） 

 

 

問６４ 令和２年４月10日付け初等中等教育局長通知「新型コロナウイルス感染症対策のため

の臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の学習指導について」においては、臨時休

業等が長期化し、教育課程の実施に支障が生じる事態に備えるための特例的な措置として、

学校が課した家庭学習の内容について、一定の要件の下で学校の再開後等に再度学校で指導

しなくてもよいものとすることができるとされているが、具体的にはどのような場合が考え

られるのか。 

 

○ 児童生徒の学習を保障するため、まずは各学校で、 

① 休業期間中における教科書に基づく家庭学習や登校日の設定、家庭訪問の実施、電話の活

用等を通じた学習指導や学習把握に努めるとともに、 

② 学校再開後における、徹底した補充授業や補習等の実施 

などの措置を可能な限り講じていただくことが基本と考えています。 

○ 一方で、今後、地域の感染状況により、臨時休業の延長が度重なるなど長期化する事態が生

じた場合においては、年間指導計画に照らして、再開後の授業の中で、学校で指導していない

内容全てを指導することがどうしても難しく、教育課程の実施に支障が生じるような事態も考

えられます。 

○ 令和２年４月10日付け初等中等教育局長通知「新型コロナウイルス感染症対策のための臨時

休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の学習指導について」では、こうした事態に備え、

学校が課した家庭学習の実施状況が一定の要件を満たす場合において、特例的に、学校の再開

後等に、当該内容を再度学校における対面指導で取り扱わないこととすることができることと

しています。 

○ 具体的には、 

① 学校が課した家庭学習の内容が教科等の指導計画に適切に位置付くものであること、 

② 教師が当該家庭学習における児童生徒の学習状況及び成果を適切に把握することが可能

であること 

③ 児童生徒に、十分な学習内容の定着が見られ、学校再開後に一律の授業において再度指導

する必要が無いものと校長が判断したものであること 



 

をお示ししするとともに、加えて、 

一部の児童生徒の学習の定着が不十分である場合には、別途、個別に補習を実施する、追加の

家庭学習を適切に課すなどの必要な措置を講じることを求めることにより、全ての児童生徒の

学習の機会を保障するためのきめ細かい取組を各学校に対してお願いしているところです。 

 

担当：初等中等教育局教育課程課（内２３６７） 

 

 

問６５ 上記措置をとる場合において、指導計画に適切に位置付く家庭学習とは、具体的にど

のようなものが想定されるのか。 

 

○ 臨時休業期間中等の児童生徒に対する学習指導については、児童生徒が自宅等にいる状況で

あっても、規則正しい生活習慣を身に付け、学習を継続するとともに、登校再開後も見据え、

学校と児童生徒との関係を継続することができるよう、可能な限りの措置をとることが必要で

す。 

○ また、各学校が課す家庭学習については、登校再開後の授業への円滑な接続を見据え、主た

る教材である教科書を中心に、教科書と併用できる教材等を適切に組み合わせたものとして課

し、学校の指導計画の下で、その学習状況や成果を把握し指導や学習の改善に努めることが重

要と考えています。 

○ 令和２年４月10日付け初等中等教育局長通知「新型コロナウイルス感染症対策のための臨時

休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の学習指導について」では、教科書と併用できる教

材の具体的な例として、「教育委員会や学校が作成したプリント」、「教育委員会や教科書発

行者などの民間事業者等が提供するＩＣＴ教材や動画」などをお示ししているところです。 

○ また、学習状況及び成果の把握の方法の例としては、「ワークブックや書き込み式のプリン

トの活用」、「レポートの作成」、「ノートへの学びの振り返りの記録」、「登校日における

学習状況確認のための小テストの実施」などを挙げており、児童生徒の発達の段階や活用する

教材等を踏まえて、教師が適切に学習状況を把握し、フィードバックして学習の改善につなげ

ていただきたいと考えています。 

○ 文部科学省としても、各教育委員会、各学校における家庭学習の充実に向けた取組を支援す

る観点から、①文部科学省ホームページでの「子供の学び応援サイト」の開設を行うとともに、

②教科書発行者に対し、教科書の内容に対応した動画やワークシート等の教材の整理、ホーム

ページ等での周知を依頼するなどの取組を講じており、引き続き、これらの取組を充実してま

いります。 

 

担当：初等中等教育局教育課程課（内２３６７） 

 

 

問６６ 上記措置をとる場合において、臨時休業が長期化し、教育課程の実施に支障が生じる

事態とは、具体的にどの程度臨時休業が長期化した場合を想定しているのか。 

 

○ 今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴う臨時休業に対しては、まずは各学校において、 

① 休業期間中における家庭学習や登校日の設定等を通じた学習指導の充実に努めるととも

に、 

② 学校再開後における、徹底した補充授業や補習等の実施により、児童生徒の学習の機会を

保障する取組を講じていただくことが重要と考えています。 

○ 一方で、今後、地域の感染状況により、臨時休業の延長が度重なるなど長期化する事態が生

じた場合においては、年間指導計画に照らして、再開後の授業の中で、学校で指導していない



 

内容全てを指導することがどうしても難しく、教育課程の実施に支障が生じるような事態も考

えられます。 

○ 令和２年４月10日付け初等中等教育局長通知「新型コロナウイルス感染症対策のための臨時

休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の学習指導について」は、こうした事態に備え、学

校が課した家庭学習について、学校再開後に当該内容を授業で再度取り扱わないことができる

特例的な措置の要件を示したものです。 

○ どの程度、臨時休業等が長期化した場合、教育課程の実施に支障が生じるかについては、学

校種や学年、学校や地域の状況に応じて異なるものと考えられますが、各設置者及び学校にお

いては、そのような事態に備えて早急に取組を進めていただきたいと考えています。 

○ 文部科学省としては、今後とも、各教育委員会等を通じて、各学校における学習指導の状況

等を継続的に把握するなど、全国的な状況を注視し、必要な対策に努めてまいります。 

 

担当：初等中等教育局教育課程課（内２３６７） 

 

 

問６７ 上記措置をとる場合において、授業時数の扱いはどうなるのか。 

 

○ 今般の措置は、あくまで新型コロナウイルス感染症対策のため、臨時休業となっている学校

の児童生徒、又は出席停止等となっている児童生徒について、休業が長期化し教育課程の実施

に支障が生じる事態に備えるための特例的な措置として、学校が課した一定の要件を満たす家

庭学習の学習状況・成果が確認でき、十分な学習内容の定着が見られる場合に、再度学校にお

ける授業で当該内容を取り扱わないことができることとするものです。 

○ 学校が臨時休業となっている又は児童生徒が出席停止となっている状態で、家庭学習を授業

そのものと認めるものではないため、その学習時間を授業時数としてカウントすることはあり

ません。 

○ 各学校においては、子供たちの学習を保障するため、 

① 休業期間中における教科書及びそれと併用できる教材を活用した家庭学習や登校日の設

定、家庭訪問の実施、電話の活用等を通じた学習指導や学習状況の把握に努めるとともに、 

② 学校再開後における、徹底した補充授業や補習 

などの措置を可能な限り講じていただきたいと考えています。 

 

担当：初等中等教育局教育課程課（内２３６７） 

 

問６９ オンラインでの指導において教材等の著作物をインターネットで送信したい。著作権

について留意すべきことはあるか。 

 

○  オンラインでの指導の際に著作物をインターネットで送信する場合には、原則として著作

権者の許諾を得る必要がありますが、平成30年の著作権法改正により、学校の設置者が一括

して補償金を支払うことで、個別の許諾を要することなく様々な著作物を円滑に利用するこ

とができる制度（授業目的公衆送信補償金制度）が創設されています。 

○  この制度は、今般の新型コロナウイルス感染症に伴う緊急的な対応として、当初の予定を

早め、令和２年４月28日に施行することとなっており、また、補償金の徴収・分配を担う   

「指定管理団体」では、令和２年度に限って補償金額を特例的に無償として申請することが

決定されています。これにより、４月28日以降、例えば、予習・復習・自宅学習用の教材を

メールで送信することや、リアルタイムでのオンライン指導やオンデマンドの授業におい

て、講義映像や資料をインターネットで児童生徒等に限って送信することなどが可能となり

ます（※）。 



 

○  なお、例えば、学校での購入が想定されるドリル・ワークブックをそのまま送信するな

ど、著作権者の利益を不当に害する行為は認められませんので、御注意いただければと思い

ます。令和２年度における具体的な運用指針（ガイドライン）については、権利者と教育関

係者で議論が進められた結果、４月16日に取りまとめのうえ公表

（https://forum.sartras.or.jp/info/004/）されましたのでそれらもご参照ください。 

 

（※）この制度が施行されるまでの間についても、主要な権利者団体では文化庁からの要 

請に基づいて無償許諾などの配慮を行って頂いていますので、それにより円滑に対応して 

頂けるものと考えています。 

 

（参考）授業目的公衆送信補償金制度の早期施行について 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/92169601.html 

 

担当：文化庁著作権課（内２８４７・２９８２） 

 


