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各 教 育 局 長 

各道立特別支援学校長 

 

学校教育局特別支援教育課長 

 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた学校の教育活動等の実施におけ

る「学びの保障」の方向性等について（通知） 

 このことについては、令和２年（2020年）５月18日付け教特第133号で通知したところ

ですが、年間指導計画の見直し等、教育課程の編成に当たっては、令和２年（2020年）５

月22日付け事務連絡「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュア

ル～「学校の新しい生活様式」～について」も踏まえ、次の留意事項に基づき、適切な対

応をお願いします。 

記 

１ 各教科等の学習指導については、次のことに留意すること。 

(1) 学校再開直後は、児童生徒が円滑に学校生活に適応できるよう、時間割や授業の進

め方を工夫すること。 

(2) 感染症対策を講じてもなお感染の可能性が高い学習活動については、地域における

感染状況を踏まえ、実施を判断すること。 

 (3) 学校再開後の授業において、児童生徒の家庭学習への取組状況や学習内容の定着状 

況を把握し、年間指導計画の見直しに生かすこと。 

２ 年間指導計画を見直す際は、次のことに留意すること。 

(1) これまで指導できなかった内容を確実に指導できるよう、家庭学習との組合せや指

導順序の変更などにより、学校の授業における重点化を図り、今後新たに必要となる

授業時数を、別添「授業時数回復シミュレーション」を活用するなどして明らかにした

上で、長期休業期間等における登校日を設定すること。なお、様々な要因により、今

後、臨時休業を行うことも想定した計画を立てること。 

(2) 小学校、中学校及び高等学校学習指導要領における各教科等の目標及び内容を取り

扱っている小学部第６学年、中学部第３学年及び高等部第３学年の児童生徒について

は、年度内に学習指導要領に示された各教科等の内容を身に付けさせるようにするこ

と。また、最終学年以外についても、児童生徒の負担に十分配慮した上で、今年度中に

学習指導要領に示された内容を終えること。なお、全てを扱うことができない場合、次

年度以降を見通した教育課程編成等について、今後、文部科学省から資料の提供が予

定されており、別途通知するので参考とすること。 

 (3) 授業時数を確保するための取組として、時間割編成の工夫など以下の取組が考えら

れるが、いずれも児童生徒の過度な負担とならないよう十分配慮するとともに、地域

や学校の実情を踏まえ、これらの取組を効果的に組み合わせること。なお、実施に当

たっては、次の点に留意すること。 

・時間割編成の工夫として１日のコマ数を増やす場合は、児童生徒の発達の段階を十

分に踏まえること。なお、１コマを 40 分や 45 分に短縮した授業は、７時間授業な

ど１日の授業コマ数を増やす場合の例示であり、年間授業時数は１単位時間を小学

部は 45分、中学部及び高等部は 50分としていることに留意すること。 

様 



・長期休業期間の短縮については、これまでの臨時休業による欠時数や児童生徒の年

間の生活リズム等を踏まえると夏季・冬季合わせて 15日程度の登校日が想定される

こと。また、ＩＣＴの活用等により一律の登校日とせず、補充的な学習の機会を設定

することも考えられること。なお、夏季休業中の登校日の設定に当たっては、熱中症

事故の防止に留意すること。 

・土曜日に授業を行う場合は、原則として、４週前の日から８週後の日までの期間にお

いて、適切に振替等を行うこと。 

(4) 自立活動の指導を行うに当たっては、次の点に留意すること。 

・各学年の自立活動の時間に充てる授業時数は、児童生徒の障がいの状態や特性及び

心身の発達の段階等に応じて適切に定めること。 

・自立活動の時間を標準授業時数に加えることにより、総授業時数が小学校等の総授

業時数を上回る場合は、児童生徒の実態及びその負担過重について十分考慮し、各教

科等の授業時数を適切に定めること。 

(5) 学校行事の重点化については、それぞれの行事の意義や必要性、各教科等における

学習活動との関連を再確認の上、次の点に留意して検討すること。 

・体育的な行事（運動会、体育大会等）については、児童生徒が密集する種目や近距   

離で組み合ったりする種目が多い場合は、地域の感染状況等を踏まえ、安全な実施   

が困難な場合、延期または実施しないなどの取扱いとすること。 

・文化的行事（学校祭等）については、児童生徒の「接触」「密集」「近距離での活動」

「向かい合っての発声」について避けた内容や方法を検討した上で、地域の感染状況

を踏まえて実施すること。 

・修学旅行、宿泊研修などの宿泊を伴う行事については、当面の間実施を見合わせる 

こととするが、実施に向けた検討を行い、別途お知らせする。 

  (6) その他 

・職業学科を設置している知的障がい特別支援学校では、卒業までに全ての生徒に履

修させる 875単位時間のうち、525単位時間以上は各学科（産業総合科を除く。）の

主として専門学科において開設される各教科の授業時数となるよう工夫すること。 

・訪問教育については、平成 31年３月 25日付け教特第 3006号教育長通達「道立特別

支援学校の『訪問教育』について」に示している 105日間 210時間を標準とするが、

児童生徒の体調面等を考慮するほか、保護者や関係者の合意を得た上で指導を行う

こと。 

３ 授業を補完するための家庭学習については、次の点に留意すること。 

(1) 教育課程の特例的な措置として、次の要件を満たせば、学校長の判断により、家庭  

学習の内容を再度授業で取り扱わないことができること。 

・家庭学習の内容が、各教科等の指導計画に適切に位置付くものであること 

・家庭学習の評価を、教師が適切に把握することが可能なこと 

・家庭学習により、児童生徒の十分な学習内容の定着が見られること 

(2) ＩＣＴを活用した家庭学習を課す際は、各家庭における端末の保持や通信環境の状  

況に十分配慮すること。なお、家庭のＩＣＴ環境等について確認する際には、具体的  

な取組の内容や必要な機器、ＩＣＴを活用できない場合の代替・補完方法等について  

丁寧に説明するなどの配慮をすること。 

 

（特別支援教育指導係） 



別添 

授業時数回復のシミュレーション 小学部の例 

 

１ 臨時休業期間及び実施できなかった授業日数・時数等 

 臨時休業期間 実施できなかった授業日数・時数等 

札幌市内の 

道立特別支援学校 

令和２年４月14日（火） 

～５月31日（日） 

30日間165単位時間（１日5.5時間授業とした場合） 

札幌市近郊の 

道立特別支援学校 

令和２年４月17日（金） 

   ～５月31日（日） 

27日間148.5単位時間（１日5.5時間授業とした場合） 

上記以外の 

道立特別支援学校 

令和２年４月20日（月） 

～５月31日（日） 

26日間143単位時間（１日5.5時間授業とした場合） 

 

  ※６月１日以降に、分散登校や午前授業、時差登校・時差下校等の対応を行う場合は、上記に加えて実施 

できなかった授業日数・時数等が増えることに注意すること。 

２ 回復すべき時数の例（札幌市内特別支援学校） 

 １学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年 

年間の標準授業時数（Ａ）   850  910  980  1015  1015  1015 

年度当初の年間予定授業時数（Ｂ） 948 1003 1060 1100 1102 1102 

３月までの実施予定授業時数（Ｃ）【Ｂ－165単位時間】 783 838 895 935 937 937 

回復すべき授業時数【Ａ－Ｃ】 67 72 85 80 78 78 

３ 授業時数の回復のシミュレーション 

 (1) シミュレーション作成に当たっての基本的な考え方  

ア 夏季休業日及び冬季休業日に授業を実施する。 

イ 課業日に授業を増やして実施する。（１コマ増（45分授業もしくは40分授業）、50分授業等） 

ウ 土曜日に授業を実施する。 

  (2) シミュレーションの例（３学年） 

 内 容 回復時数 合 計 備考 

① 
・夏季及び冬季休業予定期間のうち計10日を授業日とする。 

・週１回、１コマ授業を増やす。 

・55時間 

・30時間 

85時間 

※２月下旬に回復 

学校行事等 

を精選した 

場合、更に 

補充が可能。 
② 

・夏季及び冬季休業予定期間のうち計10日を授業日とする。 

・土曜日授業を月１回実施する。（11月まで） 

・55時間 

・30時間 

85時間 

※１月上旬に回復 

 



別添 

授業時数回復のシミュレーション 中学部の例 

 

１ 臨時休業期間及び実施できなかった授業日数・時数等 

 臨時休業期間 実施できなかった授業日数・時数等 

札幌市内の 

道立特別支援学校 

令和２年４月14日（火） 

～５月31日（日） 

30日間180単位時間（１日６時間授業とした場合） 

札幌市近郊の 

道立特別支援学校 

令和２年４月17日（金） 

   ～５月31日（日） 

27日間162単位時間（１日６時間授業とした場合） 

上記以外の 

道立特別支援学校 

令和２年４月20日（月） 

～５月31日（日） 

26日間156単位時間（１日６時間授業とした場合） 

 

  ※６月１日以降に、分散登校や午前授業、時差登校・時差下校等の対応を行う場合は、上記に加えて実施 

できなかった授業日数・時数等が増えることに注意すること。 

２ 回復すべき時数の例（札幌市内特別支援学校） 

 １学年 ２学年 ３学年 

年間の標準授業時数（Ａ） 1015 1015 1015 

年度当初の年間予定授業時数（Ｂ） 1105 1105 1090 

３月までの実施予定授業時数（Ｃ）【Ｂ－180単位時間】 925 925 925 

回復すべき授業時数【1015単位時間（Ａ）－Ｂ】 90 90 105 

３ 授業時数の回復のシミュレーション 

 (1) シミュレーション作成に当たっての基本的な考え方  

ア 夏季休業日及び冬季休業日に授業を実施する。 

イ 課業日に授業を増やして実施する。（１コマ増、45分授業にして１コマ増、55分授業等） 

ウ 土曜日に授業を実施する。 

  (2) シミュレーションの例 

c 内 容 回復時数 合 計 備考 

① 

１、２ 

学年 
・夏季及び冬季休業予定期間のうち計15日を授業日とする。 ・90時間 

90時間 

※１月上旬に回復 

学校行事等 

を精選した 

場合、更に 

補充が可能。 

３学年 
・夏季及び冬季休業予定期間のうち計15日を授業日とする。 

・週１回、１コマ授業を増やす。（10月中旬まで） 

・90時間 

・15時間 

110時間 

※１月上旬に回復 

② 

１、２ 

学年 

・夏季及び冬季休業予定期間のうち計10日を授業日とする。 

・土曜日授業を月１回実施する。（10月まで） 

・60時間 

・30時間 

90時間 

※１月上旬に回復 

３学年 
・夏季及び冬季休業予定期間のうち計10日を授業日とする。 

・土曜日授業を月１回実施する。（10月まで） 

・60時間 

・50時間 

110時間 

※２月に回復 



別添 

授業時数回復のシミュレーション 高等部の例 

 

１ 臨時休業期間及び実施できなかった授業日数・時数等 

 臨時休業期間 実施できなかった授業日数・時数等 

札幌市内の 

道立特別支援学校 

令和２年４月14日（火） 

～５月31日（日） 

30日間180単位時間（１日６時間授業とした場合） 

札幌市近郊の 

道立特別支援学校 

令和２年４月17日（金） 

   ～５月31日（日） 

27日間162単位時間（１日６時間授業とした場合） 

上記以外の 

道立特別支援学校 

令和２年４月20日（月） 

～５月31日（日） 

26日間156単位時間（１日６時間授業とした場合） 

 

  ※６月１日以降に、分散登校や午前授業、時差登校・時差下校等の対応を行う場合は、上記に加えて実施 

できなかった授業日数・時数等が増えることに注意すること。 

２ 回復すべき時数（札幌市内特別支援学校） 

 １学年 ２学年 ３学年 

年度当初の年間予定授業時数（Ａ） 1150 1150 1120 

３月までの実施予定授業時数（Ｂ）【Ａ－180単位時間】 970 970 940 

回復すべき授業時数【1050単位時間－Ｂ】 80 80 110 

３ 授業時数の回復のシミュレーション 

 (1) シミュレーション作成に当たっての基本的な考え方  

ア 夏季休業日及び冬季休業日に授業を実施する。 

イ 課業日に授業を増やして実施する。（１コマ増、45分授業にして１コマ増、55分授業等） 

ウ 土曜日に授業を実施する。 

エ 卒業式を遅らせて授業を実施する。 

  (2) シミュレーションの例 

 内 容 回復時数 合 計 備考 

① 

１、２ 

学年 

・夏季及び冬季休業予定期間のうち計10日を授業日とする。 

・週１回、１コマ授業を増やす。 

・60時間 

・30時間 

90時間 

※２月下旬に回復 
学校行事等 

を精選した 

場合、更に 

補充が可能。 

３学年 

・夏季及び冬季休業予定期間のうち計10日を授業日とする。 

・週１回、１コマ授業を増やす。 

・卒業式を遅らせ、４日間授業を実施する。 

・60時間 

・30時間 

・20時間 

110時間 

※３月中旬に回復 

② 

１、２ 

学年 
・夏季及び冬季休業予定期間のうち計15日を授業日とする。 ・90時間  

90時間 

※１月上旬に回復 

３学年 
・夏季及び冬季休業予定期間のうち計15日を授業日とする。 

・土曜日授業を月１回実施する。（９月まで） 

・90時間 

・20時間 

110時間 

※１月上旬に回復 
 


