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アセスメント支援Ｖｅｒ１．００使用方法説明
1．使用上の注意

2．使い方
①起動と終了

②作業順序

③基礎データの入力

④担当チェック用
担任・その他の教科担当用

⑤各担当のチェック結果から作成者選択

⑥長期目標作成

⑦短期目標作成

⑧手だて作成

⑨書式画面で確認＋評価入力と印刷

3．不具合等について
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1．使用上の注意
本プログラムを使用する際の注意点です。

まず､このプログラムを起動した場合、以下のような表示が出た場合は、「セキュリティの警告 マクロが無効にさ
れました。」と表示された場合は、[コンテンツを有効化]をクリックしてください。

次の注意点です。
業務上、他のエクセルファイルを併用することが多いと思います。エクセルファイルの入力を行いながらこのプロ
グラムを使用する場合や、このプログラムを使用している途中で、他のエクセルファイルの処理をする場合などが
考えられます。そこで、2つの場面について説明します。
①エクセルファイルの処理をしていて、本プログラムを使用する場合
（手元にエクセル 2016がないので、エクセル 2007で説明します。）

このプログラムは、計算式を間違えて消してしまわないように、シートやブックの保護をしています。また、
画面自体をできるだけ広く使うために、リボンや計算式バー、行列番号を表示しない設定にしています。この
ため、最初に開いていたエクセルファイルの表示にも影響が出ます。リボン自体は表示されるようですが、計
算式バーが表示されなくなります。作業の中で計算式バーが必要な場合以外は、このまま作業を続け、リボン
保存して終了することが可能です。

次に本プログラムを使用している途中で、他のエクセルプログラムで作業を行う場合です。

←計算式バーは表示されている

←後から本プログラムを起動
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←最初に開いていたエクセルファイル

←計算式バーが表示されない

←本プログラム

②本プログラムを使用していて、後からエクセルプログラムを開いた場合。

本プログラムの表示形式で新しく開いたエクセルファイルも
表示されます。本プログラムより先に開いていたプログラム
はリボン自体表示されていますが、計算式バーは表示されな
いままです。
この場合も、入力に影響がない場合、そのまま入力作業はで
きます。①と②の場合の対処としては、本プログラムを保存
して終了することです。ただし、表示自体は変わりません。
①②のいずれの場合も、すべてのエクセルを保存して（作業
場の変更がなければ終了のみ）終了し、再度開き治せば、通
常画面での作業が可能です。

★本プログラムを使用する場合は、他のエクセルプログラムを終了してから起動する。
★本プログラムを使用していて、他のエクセルファイルを開いて作業する必要がある場合は、本プログラムを保存
して終了する。

以上、２点を気をつけて使用して下さい。
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2．使い方
①起動と終了
起動は他のエクセルファイルと同様に、ダブルクリックで起動できます。ファイル容量が大きいので、起動や
初期化の場合は、時間がかかることがあります。

終了期は、メインメニュー中央の【このプログラムを終了する】をクリックして下さい。図のように保存する
かどうか聞かれますので、必要に応じて選択して
下さい。
なお、エクセルバーの右上の【☒】のボタンでも
（エクセル終了の場合、こちらが一般的だと思い
ます）同様に終了できます。

注意点としては、保存するかしないか聞かれた時
に、キャンセルボタンはクリックしないで下さい。
キャンセルした場合は、【☒】ボタンが表示されな
くなります。その場合は、画面中央の終了ボタン
を使って再度終了作業を行って下さい。または、
ウインドウズのタスクバーから本プログラムを終
了して下さい。（こちらは保存せずに強制終了にな
ります）

②作業順序
画面中央付近の矢印【この順番で作業します】にそって作業を進めます。

③基礎データの入力
まず最初に行う作業です。

初めて作業を行う場合はどちらのボタンから
でもかまいませんが、【新規データ入力】は
データの初期化を行ってから作業画面に移動
します。

【基礎データの修正へ】は、以前入力していたデータを残したまま作業画面へ進みます。
以前作成したものを使う場合は、こちらを使用して下さい。以前のデータを使う場合、【新規基礎データ入力】
をクリックすると、以前のデータが消えてしまうので注意して下さい。
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作業画面へ進んだら、【ここから入力を開始します】から入力を開始します。

こちらの画面は表示用ですので入力する必要はありません。
作業が終わったら、担任名～評価時期が表示されます。作業が終わったら、【メ
インメニューへ戻る】のボタンでメインメニューへ戻ります。その下の【基礎
入力データの初期化】ボタンは、この画面で入力したデータを一括して消去で
きます。再度入力しなおす場合に利用して下さい。

次に、右側の入力画面についてです。

①の担任名をクリックすると自
動的に日本語入力モードにな
ります。８文字以内で入力し
てください。

②は、入力ではなく選択になります。枠内をクリックすると【▼】
が出ますのでクリックしてください。担任を選択した場合は③へ進
みます。教科担任または、他の教師を選択した場合は、右側に入力
欄が表示されるので、名前を入力した後、③へ進んでください。

③では、対象の児童生徒名を
入力してください。入力が
終わったら、【評価時期】を
必ず選択してください。
他のシートでこの部分を参
照しますので、選択してい
ないと別のシートが表示さ
れてしまいます。
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④では、本年度分の作成・修正か、来年度分の作成か、来年度分の修正かをクリックし選んでください。こち
らも後のシートへ影響します。

④は、学校情報の入力です。左から右へと順番に選択していってください。【地域】は、日田、玖珠、九重の３
つから選択します。すると【学校種】で小学校か中学校を選択できるようになります。ここまで選択したら、
学校名が選択できるようになりますので、自校の名前を選択してください。次に【現在の学年】を選択してく
ださい。学年を選択すると、来年度の学年と、作業内容に応じた指導の形態名が表示されます。学年を入力し
たら、【組】を選択してください。組に関しては、決定していない場合は未定を選択します。

★小中一貫校の場合、中１を「７年生」と読んでいるようですが、ここでは、中１として選択してください。
計算式や条件式が思いつかず、それ以外を選択してしまうと表示がうまくいかないようです。

※アクセス日を基に計算していますが、入学前の作業なども考えられるため、うまく表示できない場合があるかも
知れません。その場合は、制作者まで連絡してください。

以上で、入力・選択作業は終わりです。これでよろし
ければ、赤枠内の【児童生徒名ファイルを作成する（ク
リック）】をクリックしてください。
デスクトップに本プログラムがある場合は、デスクト
ップに児童生徒名の名前のファイルができます。特定
のフォルダに本プログラムがある場合は、そのフォル
ダ内にファイルができているはずです。
まずは、ファイルができているかどうかを確認してく
ださい。
ファイル名は、
【年度（西暦です）】＋【対象者名】．ｘｌｍｓです。
ファイルが作成されたら、自動的にメインメニューへ
戻ります。
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←本プログラムのあるフォルダに
対象者名のファイルができる。

★ファイルの先頭の「年度」は、アクセスした年月日を基に計算しています年明けであっても３月中はその年度と
して表示するはずですが、もし表示がおかしい場合は、本プログラムを保存終了の後、右クリックで名前を変更し
てください。

★自動的にメインメニューへ戻らない場合は、右上の☒ボタンで終了して下さい。この場合も作成者への連絡をお
願いします。本プログラムは、エクセル２００７と２０１６で作成しています。２００７の場合は、２つのファイ
ルを開いた場合、１画面しか表示されないため、この現象が起きています。２０１６の場合は、２つのファイルを
開いても別々に表示されることから、この現象は起きていません。しかし、作成者がエクセル初心者のため、今の
ところ解決策が見つかっていません。

➃担当チェック用
ここでは、各教科担任にチェックしてもらうことを想定しています。教科担任制の場合、担任の先生が各教

科の状態を把握することが難しいと思います。担任の先生から各教科担任の先生へチェックを依頼してくださ
い。なお、本来は全教科分を作成する予定でしたが、本プログラムの配布時期の関係から、【国語】【算数・
数学】【生活・理科】【生活社会】しかできていません。他の教科担任が作成することがわかっている場合や
他の教科担任に依頼する場合は、【担任及びその他の教科担任用】を使ってください。
できれば、より多くの先生方にチェックしてもらうことが理想ですが、ここのすべてにチェックを入れる必要
はありません。４教科担当用と担任用の違いは、学年に応じた教科の目標が表示されるかどうかと、グラフ表
示がされるかどうかの違いだけです。チェック用の質問文章はすべて同じです。

←各教科用の目標表示とグラフ表示が
あります。

★他教科用は、学習指導要領の目標の
表記方法の違いから、作成できてい
ません。他教科の担当の先生は、担
任用を使ってください。

←チェック中のグラフ表示と教科の目
標表示はありません
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各教科担当用については、図のような表示になります。基礎入力の学年に応じた目標を表示するようにしてい
ます。この目標を達成できるかを意識しながら、質問項目に対してチェックをしていってください。質問は文部
科学省の「通常学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全国調査」を使用しています。
質問結果による点数計算も文部科学省のものを使用しています。ただし、グラフはすべての項目を同一のグラフ
表示で比較できるように、計算式をグラフ用に変更しています。
グラフは、チェック結果に応じてリアルタイムで表示が変わります。

ページはスクロールさせて、質問に対してチェックしていってください。ページの最後までチェックすると学習面
のチェックは終わりですので、左側の【次へ】をクリックして、次のページへ進んでください。全部で③画面あり
ます。

なお、以前チェックしていた場合は、データが残っていますので、最初に画面左側の【学習面のチェックデータの
初期化】ボタンをクリックして、初期化してから行うと良いでしょう。
一部変更の場合は、このボタンを使わずに、チェックし治してください。

最後のページまでチェックが終わったら、左端の【チェック終了メインメニューへ戻る】をクリックしたらメイン
メニューへ戻ります。他の教科担当用も同じです
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担任及び他の教科担当用についてです。基本的な部分は、教科担任用と同じです。

違いは、グラフ表示と目標の表示がありません。その分チェック部分を広く使えます。こちらの方を最初に作成し
ていたので、修正する時間がありませんでした。ご了承ください。

⑤各担当のチェック結果から作成者選択について

ここでは、担任の先生の作業になります。
先ほどの担任のチェックや教科担当のチェック結果が表示されます。

グラフの下には、文部科学省の計算式に基づき、各項目の結果によって、支援の必要な物が黄色部分に表示されま
す。

これらの結果を見ながら、どの教科担当に中心となる支援をお願いし作成してもらうかを検討して、【下記の項目
から作成者を選択してください】の指示に従って担当教科名をチェックしてください。チェックするたびに選択し
た教科のグラフが上部左に表示されます。選択が終わったら、メインメニューへ移動してください。
なお、配布時期の関係から、次の行の【実際支援】のチェックは、チェックしても他のページに反映しませんので
チェックしてもしなくてもかまいません。これは、支援自体が特定の教科のみになることはないはずなので設置し
ました、その教科の目標を達成するのは、支援を必要とする児童生徒も、必要としない児童生徒も目標を達成させ
る必要があり、支援はその目標を達成するために、どうなったら達成できるかが長期目標となるからです。そのた
め、各教科に共通する躓きや困りは、他教科でもあるはずです。そのため、支援を行う中心の教科を決め、関連の
教科についても支援していくことになります。そのため、この項目を残していますが、時間的余裕がなかったため、
この項目を反映したページは未作成のままです。ご了承ください。
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長期目標から手だての作成までについて
です。順番にクリックしていきますが、
新規の場合は、各項目のデータをクリア
してからページへ移動しますので、赤色
側を順番に進むことになります。
修正する場合は、データを維持しますの
で右の青色の手順で進んでください。

⑥長期目標作成

まず①の入力の欄をクリックして入力してください。
気になることを入力します。次に②の長期目標を入力することになりますが、その前に気になることを基にブルー
の枠をクリックし気になることの要因を考える上での視点として、領域を選択してください。【読む】【書く】【聞
く】【話す】【計算する】【推論する】【粗大・微細運動】【注意】【多動】【衝動性】【感情の抑制】【社会性】の中か
ら気になることの中で、一番関係あると思われるものを選択してください。次に【状況】の枠をクリックして▼を
出し、表示される状況の中から一番当てはまるものを選択してください。
次にその下の枠をクリックして▼を出し、そこで表示されるものの中で課題として考えられるものをクリックして
ください。すると支援例の所に支援の例が表示されます。それを参考にして、長期目標を記述してください。
なお、右側のクリアをクリックすると初めから選択し治すことができます。ここで注意して欲しいのは、それぞれ
のセルの値を順番に参照して選択内容を表示しますので、途中の項目だけを変更しても、正しく選択内容が表示さ
れない場合があります。そのためシュミレーションする場合は、必ずクリアボタンで、すべてをクリアしてから選
択し治すようにしてください。

なお、いくつもの領域が重なっている場合もあるかと思います。その場合は、メインメニューへ戻り、簡易分析へ
移動してください。ここでは、各領域が一画面に表示され、同じように選択していくことで、領域ごとの支援例が
表示されます。こちらも利用すると良いでしょう。
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←メインメニュー画面にある簡易分析

下記のように複数表示されます。

なお、右したのズーム機能をスライドさせて調整すると全体像を見ることもできます。

←全体像が見やすくなります。ただし、文字が読みに
くくなるので、横スクロールバーと併用すると良い
でしょう。
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長期目標を設定する場合に注意していただきたいのは、その目標は一年間で達成できるものかどうかです。
・一年間で達成できるものか
一年間で達成することが難しい場合、何年間かかると思われますか？長期目標自体は別の内容にして、支援自
体は継続する方法もあります。ここでは長期目標を設定するのですから、まず一年間で達成できる内容を設定
する必要があります。一年間で達成できない場合も、後で設定する短期目標設定画面で考えることもできます。
その目標を達成するためにはどのような段階が考えられるかを検討すると、その各段階がどの位置になるかを
検討し、一年後の位置の段階を長期目標に設定すると良いでしょう。詳しくは短期目標設定のページに考え方
の例を表示していますので、そちらを見てください。

・その困りや特性をなくすようなものになっていないか
その障がいの特性というのは、その障がいがなくならない場合、特性をなくすことはできません。特性をなく
すということは、障がいそのものをなくすことになります。特性から来る困りについても同じですが、こちら
はなくすことはできなくても軽減することができます。支援によって軽減していくことは可能です。また、合
理的配慮によって困りそのものが生じないように配慮することも可能だと思われます。私たちの生活の中で例
えるなら近視や遠視の場合、眼鏡をかけないで字を読ませようとしないと思います。練習しても読めませんが、
近視や遠視用の眼鏡をかければ、視力に問題のない人と同じように字を読むことができます。つまり、他の人
と同じ環境で字を読むことを目標にせず、眼鏡をかけるという合理的配慮によって別環境ではありますが、解
決できるのです。支援を行うに時の長期目標として、無理な目標を設定しないことが大切です。

少なくとも、この２点については注意して考えていってください。
教科担任の先生が作成する場合は、ここでの長期目標は、その教科の目標を達成するものではないことに注意して
ください。学習指導要領が示す目標を達成するのは、支援を必要とするしないに関わらず、全員に求められること
です。ここでの長期目標は、そのために障害の特性から来る困りによって、学習指導要領が示す目標を達成してい
くためには、どうなったら障がいからくる困りを回避していくことができるのかを具体的な姿で示すことが大事で
す。また、その困りは、その教科だけに留まることはなく、他教科でも支援が必要であり、支援の方法を共有し、
他教科でも支援をしていくことが大切です。

⑦短期目標作成

ここでは、長期目標で設定した文章が表示されます。（長期目標を決定しきれなかった場合は、ここで一緒に考え
ると良いでしょう）１０段階ぶんの枠を用意しています。１０段階考えなさいと言うわけではありません。長期目
標を達成するにはどのような段階が考えられるかを考えていくことが大切です。左下には考え方を示していますの

でそれを参考にしてください。右下には、長期目標で表
示した支援例が表示されています。これらを参考に検討
してください。なお、以前入力した文字を残して追加入
力する場合は、キーボードの［Ｉｎｓｅｒｔ］］キーを押
してから追加入力してください。

←考え方を示しています。
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次に【評価時期】を選択してください

ここで選択できない場合は、基礎入力で二期制か三期制かを選択していないことが考えられます。選択している場
合は、二期制の場合は前期、後期の選択、三期制の場合は１～３学期が選択できます。時期を考えるときに、一年
間では難しい場合は、来年度を選択します。そして、長期目標をここで設定した本年度の一番最後の文章を、長期
目標にして、長期目標欄を修正すると良いでしょう。

⑧手だて作成
ここでは、二期制の場合を表示しています。長期目標の文章、短期目標の文章、支援例が表示されますのでこれを
参考にして手だてを考えると良いでしょう。また、ここでは表示されませんが、合理的配慮や他のどんな教科や場

面を使って支援していくかなどの情報も記述すると良いでしょう。

次に左下にある【書式面で確認】をクリックすると、日田教育事務所が示し
ている書式を基にした書式で表示されます。

★昨年度までの各学校の個別の指導計画では、次の目標や手だてが記述され
ていない学校が多く、これでは、計画的に支援することが難しく、後手に回
ってしまいます。このプログラムを使って一気に設定すると、先を見通した
支援ができますので、できるだけはじめに一年間分の計画をたてましょう。

※以前入力した文字を残して追加入力する場合に文字数が多くなって枠から
はみ出る場合は、、右クリックで文字の大きさを調整できます。
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⑨書式画面で確認＋評価入力と印刷

左上の【印刷ボタン】をクリックすると印刷されます。
表示領域を固定していますので、文章量が多い場合、文章が切れてしまう場合があります。
その場合は、右クリックで各セルのフォントを調整してください。

なお、評価の欄は◎○△×を選択できるようにしています。その下の欄は、評価の理由を記述すると良いでしょう。

できあがったらメインメニューへ戻り、中央の終了ボタンで、必ず【保存して終了】を選択して終了ます。
★メモリ上でデータが保存されているだけですので、保存しなかった場合、データを失ってしまいます。
基礎入力画面で基礎データのみのファイルを作成していますので、上書きするか尋ねられますので、必ず「はい」
を選択して上書きして終了してください。

最後に【参考】についてです。

←アセスメントの例が表示されます。参考にしてください。

←障がいごとの特性や合理的配慮等についての説明です。
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国語（１事例）のと算数・数学（２事例）の例です。クリックすることで例が表示されます。

障がいごとの説明です。
障がい名をクリックしていくと、簡単な説明が表示されます。

右側の【詳しい説明】の各項目を選択すること
で、合理的配慮や支援の例などが表示されます。
こちらも時間の関係から、簡単にして、この形
に変更しています。

3．不具合等について

できるだけ確認を行っていますが、不具合等があるかも知れません。昨年度まで、エクセルに入力するときに改
行する方法がわからず、他の先生に聞いていたエクセル初心者が作成しました。印刷も未だによく設定できない状
態です。
そのため、不具合等があるかも知れません。その場合は、
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日田支援学校 ０９７３－２４－２０００

個別の指導計画推進教員 島井克房 までご連絡ください。

メール：shimai-katsufusa@oen.ed.jp

なお、学校訪問のために電話に出れなかったり、メールをいただいてもメールを開けなかったりすることがあり、
即時対応ができない状況です。
不具合等があれば、できる範囲で対応したいと思っていますが、諸事情によりサポートは本年度いっぱいとさせて
ください。
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