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     はじめに 

 

                     

 特殊教育から特別支援教育へ移行し、特別支援学校を取り巻く状況は大きく変化してきました。特別支

援学校になって１０年が経過しようとしている今日、インクルーシブ教育システムの構築、障害者差別解

消法施行に伴う合理的配慮、１８歳選挙権等々新しい課題が山積みです。その中でも変わらないのは、教

員の役割は「授業」ということです。個々のニーズに応じた適切な指導・支援を実践研究していくことで

学校の教育力も高まると考えます。 

 本研究では「ライフステージを意識した学校でできる支援Ⅱ」をテーマに、一人一人の豊かな社会参加

を目指した授業づくりに焦点を当てて研究に取り組んできました。 

 本校の特徴として、養育園とのびろ学園で生活をしている児童生徒が在籍数の４割以上を占めており、

家庭環境を含めた生活状況等に伴う気持ちの不安定さや不適応行動が多く見られる状況にもあります。そ

こで本校の各学部ごとの「５つの基礎・基本」及び「基礎・基本」のマトリックスをキャリア発達にかか

わる４領域８能力とリンクさせ、ライフキャリアにより重点を置いた授業づくりと本校の重要課題でもあ

る不適応行動に対する具体的支援を研究の柱に据えました。 

  本研究を進めるにあたり、キャリア教育の視点を取り入れた授業づくりアンケートや授業づくりのため

の観点シート、ディスカッションシートを活用して授業や研究協議会に取り組むようにしました。また、

研究係や授業者だけでなく、教職員全員での共通理解を大切にしたことで日々の授業実践が子どもたちの

成長に結びつくことをあらためて実感することもできました。すなわち、「教員は授業が命」であるとい

うことです。これからも授業実践をとおして子どもたちの生きる力を育成していければと考えます。                 

 ここに昨年度より継続して取り組んできた研究最終年としてまとめた実践報告書を発行することができ

ました。ご高覧いただき、忌憚のないご意見をお願いいたします。本校の重点目標でもある実態に即した

教育実践と組織の専門性、指導力のさらなる向上を目指し、「すべては子どもたちのために」を合言葉と

して、時代に応じた特別支援教育を推進していきたいと思います。       最後になりましたが、

本校の研究に懇切丁寧にご指導いただきました講師の方々に対し、心より深く感謝申し上げます。また、

千葉県教育委員会の指定を受け、併せて取り組んだ著しい不適応行動に対する具体的指導について、実践

事例集としてまとめることができましたことを報告いたします。 

 

 

       平成２８年３月 

                                                       校長 佐々木 隆之 
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１．研究テーマ 

「ライフステージを意識した学校でできる支援Ⅱ」 

～一人一人の豊かな社会参加を目指して～ 

 

２．研究テーマについて 

 

（１）１年目（昨年度）の取り組み 

  本研究は、２カ年計画であり、本年度はその２年目となる。 

前研究「ライフステージを意識した学校でできる支援～社会性を育てることに視点をあてて～」で得

られた成果や課題を基盤として、昨年度より本研究はスタートした。本テーマは、日々の実践が児童生

徒一人一人の豊かで自分らしい生き方の実現へつながるよう、ライフステージに応じた支援について検

討し、理解を深めたいと考えて設定した。 

 本研究では、以下の２点を研究の柱とした。 

 

 

 

  ①と②を本研究の柱にした根拠を述べる。 

まず、①についてである。キャリア教育は「児童生徒一人一人のキャリア発達を支援する教育」（菊池

2013）であり、キャリア発達とは、「社会の中で自分の役割を果たしながら自分らしい生き方を実現して

いく過程」（中央教育審議会 2011）である。「社会の中で自分の役割を果たしながら自分らしい生き方を

実現」していくことは、一人一人の豊かな社会参加につながると考える。すなわち、キャリア教育の視

点を取り入れた授業づくりは、本テーマにある「一人一人の豊かな社会参加」を目指した取り組みであ

ると言える。さらに、キャリア教育で示されているのが、４領域８能力（国立特別支援教育総合研究所

2004）やその観点としてのキャリアプランニング・マトリックス（国立特別支援教育総合研究所 2010）、

あるいは基礎的・汎用的能力（中央教育審議会 2011）などである。これらは、児童生徒一人一人のキャ

リア発達を支援するために示された、育てたい力の枠組みの例であり、活用方法の一つに、学校全体で

指導・支援の一貫性や系統性を図ったり、授業における指導・支援のねらいを明確化したりするための

ツールとしての役割がある。このことから、キャリア教育の視点を用いることにより、１２年間の学校

生活における各ライフステージでどんな力を育て、どんな支援が必要かを検討することができると考え

た。 

次に②についてである。本校には近隣の施設から通学している児童生徒が多く、気持ちの不安定さが

みられることが多い実態がある。社会参加を考えたとき、自分で情動を調整し、安定した気持ちで生活

することは大切なことの一つである。様々な要因から起こる、気持ちの不安定さや不適応行動に対する

具体的支援を検討していくことで、一人一人の豊かな社会参加へつなげていきたいと考えた。 

以上が、本テーマにおいて、①と②を研究の柱とした根拠である。 

また、上記のキャリア教育の定義から、本テーマとキャリア教育は密接に関係していることが分かる。

①だけでなく、②への取り組みも「一人一人の豊かな社会参加」を目指しており、児童生徒一人一人の

キャリア発達を支援していくことである。したがって、本研究の２本の柱に共通したこととして、キャ

リア教育の視点や考え方を大切に取り組んでいる。尚、本研究では、ライフキャリアに重点を置いた。

ライフキャリアは「生きる力」と捉えることができることから、本研究では「生きる力」に重点を置い

て取り組んでいる。 

次に、研究の２本の柱にそって、研究 1 年目の主な成果と課題を示す（詳細は、実践報告第２９号参

照）。 

 

①キャリア教育の視点を取り入れた授業づくり 

②不適応行動に対する具体的支援 
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①キャリア教育の視点を取り入れた授業づくり 

○キャリア教育の視点「５つの基礎・基本」と育てたい力の指標「基礎・基本のマトリックス」 

本校には、育てたい力として「５つの基礎・基本」（資料１）がある。「５つの基礎・基本」は

学校教育目標や目指す児童生徒像を受けて示されており、学部経営や個別の指導計画にも反映さ

れている。また、「５つの基礎・基本」は上記した４領域８能力を網羅していた（図１）。そこで、

本校におけるキャリア教育の視点を「５つの基礎・基本」とし、それをもとに、育てたい力の指

標として「基礎・基本のマトリックス」（資料２）を作成した。「５つの基礎・基本」と「基礎・

基本のマトリックス」を用いた取り組みからあがった成果と課題を示す。 

【成果】 

・本研究の取り組みが新たなものではなく、これまでの授業づくりをキャリア教育の視点から

見直すことであると確認できた。 

・「５つの基礎・基本」や「基礎・基本のマトリックス」が指導・支援の一貫性や系統性を促す

ツールとしての役割を果たした。 

・学校全体で同じ視点をもち、育てたい力の共通理解や評価の視点の明確化が図られてきた。

また、１２年間の学校生活や卒業後の生活を見据えた指導・支援を考えるようになった。 

【課題】 

・育てたい力の共通理解や一貫性のある指導・支援をさらに促進するため、「基礎・基本のマト

リックス」から育てたい力を明確にした上で授業づくりに取り組むことが求められる。 

・「基礎・基本のマトリックス」は必ずしも児童生徒一人一人に当てはまるものではない。あく

までも指標であり、実態に応じた目標設定、学習内容や支援の工夫が必要である。 

     ・学習活動を振り返ることは、キャリア発達を促進することにつながる。授業づくりの一環と

して、振り返りを大切にしていきたい。 

○環境や手だての工夫 

授業づくりのポイントとして環境や手だての工夫を重視した。児童生徒一人一人や集団に応じ

た支援の工夫によって得られた成果と課題の一部を示す。 

【成果】 

・落ち着いた環境や集中できる環境をつくる支援や見て分かる支援など、「物的環境の整理」

により児童生徒が自分から活動へ取り組む姿が見られた。 

・教師間で話し合いの機会を設け、個々の目標、活動内容、手だて、教師の動きなどを共通理

解するなど、「人的環境の整理」により一貫性のある指導・支援へつながった。 

    【課題】 

・「人的環境の整理」について、２点あがった。１点は、より良い授業づくりにつながる、チー

ムティーチングの充実である。もう１点は、児童生徒に合ったコミュニケーション手段の使

用である。他者とのやりとりにおいて適切なコミュニケーション手段の使用は重要であり、

かかわる全ての教師がその手段を共通理解することが必要となる。 

○授業研究協議会及び授業充実のための話し合い 

    【成果】 

      ・授業研究協議会での学部を超えたグループディスカッションにより、１２年間の学校生活か

ら卒業後までの系統性を意識し、各学部で必要な指導・支援を考えることができた。 

・「授業充実のための話し合い」が、児童生徒の様子や授業の改善点などを共通理解し、一貫

性のある指導・支援やＰＤＣＡサイクルによるより良い授業づくりにつながった。 

【課題】 

     ・ディスカッションの焦点を定めて協議会をさらに充実することや、「授業充実のための話し

合い」の機会を確保することが課題である。 
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②不適応行動に対する具体的支援 

    不適応行動の事例をあげ、支援について各学部で検討した。取り組んだ事例は、記録して校内で

情報を共有した。事例への取り組みで得られた成果や課題の一部を示す。 

○学部全体での取り組み 

【成果】 

     ・行動の様子や支援を各学部でディスカッションしたことで、支援を共通理解したり、事例以

外の児童生徒への支援を見出したりすることができた。 

     ・担任や担当する教師が一人で対応するのではなく、児童生徒とかかわる全ての教師が支援を

共通理解してチームで対応することで不適応行動が軽減した。 

    【課題】 

     ・支援の一貫性を考えたとき、支援を次年度の担任へ確実に引き継ぐことが大切である。 

     ・支援の共通理解や一貫性の面からは、教師間での同じ支援が基本だが、教師と児童生徒   

との関係性における有効な支援が他にあれば、その支援を尊重することも大切である。 

   ○事例児童生徒への具体的支援 

【成果】 

・現れている行動だけにとらわれず、行動の要因や背景を探り、原因を取り除いたり、適切な

他の行動へ移したりすることで、不適切な行動を減らすことができた。 

・行動の善し悪しを明確に伝えたり、不適切な行動をどんな行動（代替行動）にすれば良いの

かを示したりすることで、生活しやすい環境をつくることができた。 

     ・活動や遊びの終わりを示す絵カードの提示や、終わりのタイミングを図った言葉かけなど、

気持ちの切り替えを促す支援が効果的であった。 

     ・衝動的な不適応行動を未然に防ぐために、余分な刺激を制限した環境づくりや、周囲に人が

多いときに教師が間に入ることなど、安心できる状況づくりが効果的であった。 

     ・衝動的な不適応行動には、その場を離れてクールダウンしたり、好きな話題の会話で他害か

ら意識をそらしたりするなど、気持ちの切り替えの支援が効果的であった。 

【課題】 

     ・不適応行動がなくなったように見えても、違う行動で再度現れることがある。不適応行動が

もつ意味を捉え、適切な別の行動に替えていくことが必要となる。 
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（２）２年目（本年度）の取り組み 

  １年目の取り組みを継続し、成果を生かしたさらなる充実や課題の解決による、よりテーマに迫った

取り組みを目指した。 

①キャリア教育の視点を取り入れた授業づくり 

「５つの基礎・基本」をキャリア教育の視点としたことで、学校全体での育てたい力の共通理解、

一貫性や系統性のある指導・支援への意識など、一定の成果が得られた。しかし、学校全体で一つ

の方向を向いたより良い授業づくりのため、一層の充実が求められる。そのために、本年度は次の

ことをポイントに加えて取り組むこととした。 

まずは、「基礎・基本のマトリックス」を指標に、授業で育てたい力を明確にした上での授業づ

くりである。「基礎・基本のマトリックス」をもとに、学習集団や児童生徒一人一人の実態、ニー

ズに応じた目標を設定し、活動内容や手だてを工夫した実践を行う。この取り組みにより「５つの

基礎・基本」や「基礎・基本のマトリックス」と授業との関係をより意識できるようになる。そし

て、一つの指標から授業づくりが始まることで、学校全体のつながりは強くなり、育てたい力の共

通理解、一貫性や系統性のある指導・支援が一層促進される。「基礎・基本のマトリックス」につ

いては、より実践に生かせる機能的なものにするため、授業づくりをとおして内容の検討・改善を

行う。併せて、ツールとして実用的に活用できる工夫にも取り組む。 

次に、振り返りを大切にした授業づくりである。振り返りは、キャリア教育で大切にしているこ

との一つであり、児童生徒の課題発見や次のステップへとつながり、キャリア発達が促される。ま

た、児童生徒の実態に応じた振り返りの指導・支援の工夫が求められる。 

さらに、昨年度までの取り組み同様、全体授業研究協議会での学部を超えたグループディスカッ

ションや、学部、学級、学習グループでの話し合いの機会を設ける。学部を超えたグループディス

カッションは、各学部段階で必要な指導・支援を考える場となることから、ディスカッションの焦

点を定め、ライフステージに応じた指導・支援のさらなる充実につなげたい。また、学級や学習グ

ループでの話し合いの機会は、ＰＤＣＡサイクルを機能させ、より良い授業づくりにつながること

から、取り組みを継続し、児童生徒の様子や授業の改善点などを共通理解し、一貫性のある指導・

支援の充実を図る。 

②環境や手だての工夫・活動の設定の工夫 

環境や手だての工夫は、これまでの取り組みの成果が積み重なり、支援の質は高まってきている

が、より良い授業づくりのため、授業づくりのポイントとして取り組みを継続する。物的環境の整

理には充実がみられることから、今年度は人的環境の整理に重点を置く。ここで示す人的環境は、

授業にかかわる全ての教師と考える。特に、教師一人一人の役割や教師間の連携などのチームティ

ーチングと、児童生徒に合ったコミュニケーション手段の使用に焦点をあてる。これらについて学

校全体で検討する機会をつくることが、より良い授業づくりにつながると考える。 

さらに、今年度は授業における活動の設定の工夫にも焦点をあてる。より良い授業づくりには、

どんな活動をどのように行うのか、ポイントを踏まえた工夫が大切となる。そのポイントを明確に

し、ポイントを押さえた授業づくりに取り組んでいく。 

③不適応行動に対する具体的支援 

    昨年度同様、事例をあげてディスカッション形式で支援を検討する。事例についてディスカッシ

ョンすることで、各事例に応じた効果のある支援を探ることができると共に、支援を共通理解し、

チームによる支援の促進を図る。 

さらに、昨年度と今年度の２年間の実践事例をまとめる。なるべく多くの事例をあげ、より多く

の不適応行動に対する支援の方法が得られるようにしていく。実践事例を場面や行動の要因、行動

の機能などの点から整理し、実践に即した実用的な支援ツール、あるいは支援のヒント集としたい。 
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３．研究の目的 

○児童生徒一人一人の豊かな社会参加を目指す視点（キャリア教育の視点）に立った授業づくりをする

ことをとおして、小学部、中学部、高等部での育てたい力を検討、整理する。 

○育てたい力を共通理解し、学校全体で一貫性や系統性のある指導・支援を行う。 

 ○事例をとおして、不適応行動に対する具体的で効果的な支援の方法を明らかにする。 

 

４．研究仮説 

 ○「５つの基礎・基本」をキャリア教育の視点として取り入れた授業づくりをすることで、各ライフス

テージで育てたい力について学校全体で共通理解し、指導・支援のねらいや内容、方法を見直したり

整理したりすることができ、一貫性や系統性のある指導、支援をすることができるであろう。 

 ○不適応行動に対する支援方法について、事例をあげて検討することで、具体的で効果的な方法や手段

が明らかになるであろう。 

 

５．研究の組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全体研究会 
 

  

 研究推進委員会 
 

  

 研究推進係 
 

 

小学部 

  

中学部 

  

高等部 

 自立活動

専科 
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６．研究計画 

 

 

月 日 研究に関わる行事 内  容 

４   ４／ ２（木） 研究部会 ・今年度の研究の方向性 

５ ５／１８（月） 研究推進委員会 ・今年度の研究の方向性の確認 

５／２８（木） 全体研究会 ・今年度の研究の方向性の確認と決定 

下旬 キャリア教育の視点を取り入れた授業づくりに関する意識アンケート（１回目） 

７ 

～ 

８ 

７／２８（火） 

 

７／２８（火） 

 

   ７／２９（水） 

小学部  

部内授業研究協議会 

中学部  

部内授業研究協議会 

高等部  

部内授業研究協議会 

・キャリア教育の視点を取り入れた授業づくり 

＊講師 各学部主事 

 

  ８／２４（月） 

   ８／２７（木） 

   ７／２４（金） 

小学部 学部研究日 

中学部 学部研究日 

高等部 学部研究日 

・不適応行動に対する具体的支援の事例検討（１回目） 

 ８／２７（木） 全体研修会 ・『―不適応行動の理解と支援―「行動問題」と「情動

調整」のアセスメントに基づく支援』 

 ＊講師 中村晋先生（筑波大学附属大塚特別支援学校 ／日本女子大学非常勤講師） 

９   ９／１１（金） 高等部  

全体授業研究協議会 

・キャリア教育の視点を取り入れた授業づくり 

＊講師 田所明房先生（植草学園大学教授） 

１０ １０／２９（木） 

 

小学部 学部研究日 

中学部 学部研究日 

高等部 学部研究日 

・不適応行動に対する具体的支援の事例検討（２回目） 

１１  １１／２５（水） 中学部  

全体授業研究協議会 

・キャリア教育の視点を取り入れた授業づくり 

＊講師 平賀博巳先生（桜ヶ丘特別支援学校教頭） 

１２  １２／ ２（水） 研究推進委員会 ・実践報告集の作成及び来年度に向けて 

１２／１５（火） 小学部  

全体授業研究協議会 

・キャリア教育の視点を取り入れた授業づくり 

＊講師 中村晋先生（筑波大学附属大塚特別支援学校 ／日本女子大学非常勤講師） 

中旬 キャリア教育の視点を取り入れた授業づくりに関する意識アンケート（２回目） 

２    ２／２２（月） 研究推進委員会 ・実践報告集の作成及び来年度へ向けて 

３    ３／１８（金） 全体研究会（報告会） ・今年度の反省と来年度へ向けて 
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７．研究の進め方 

 

（１）キャリア教育の視点（「５つの基礎・基本」）を取り入れた授業づくり 

   「５つの基礎・基本」をキャリア教育の視点として取り入れた授業を行い、各学部や学校全体で授

業研究協議会を実施して、授業づくりや指導・支援について検討する。本年度は、部内授業研究協議

会及び全体授業研究協議会を各学部１回ずつ実施する。以下に、本年度の主なポイントとしてあげた

ことを示す。 

 

  ①育てたい力を明確にした授業づくり 

    「基礎・基本のマトリックス」（資料２）を指標に、どんな力を育てる授業にするのか、ねらい

を明確にした上で授業づくり（指導案づくり）を行う。 

      ○授業づくり前（指導案づくり前）、「基礎・基本のマトリックス」に、授業で育てたい力を直接

チェックする（○で囲む）。チェックした「基礎・基本のマトリックス」は資料として指導案に

添付する。 

○「基礎・基本のマトリックス」は授業研究協議会をとおして検討、改善する。授業研究協     

議会で使用する「ディスカッションシート」（資料３）に「基礎・基本のマトリックス」につい

ての項目を作り、協議内容の一つとする。 

 

  ②振り返りを大切にした授業づくり 

    学習活動の一つに学習を振り返る機会を設定する。「研究テーマについて」で記述したよう   

に、振り返りは課題発見や次のステップにつながる。振り返りへの取り組み方や手だてについては、

児童生徒の実態に応じた工夫をする必要がある。 

 

  ③ＰＤＣＡサイクルによる授業改善 

   ○学部研究日での「授業づくりのための話し合い」（隔週木曜日）：主に授業に焦点をあてる 

      ○「授業充実のための話し合い」（毎週金曜日）：主に個に焦点をあてる 

      ○児童生徒一人一人の変容や授業改善の経過が分かる指導記録（個別の指導計画） 

 

  ④環境や手だての工夫・活動の設定の工夫 

    授業に参加する児童生徒一人一人の実態は様々であり、学習集団を形成する一人一人によ   

って集団の実態も異なる。したがって、一人一人や学習集団に合わせて、環境や手だての工夫、活

動の設定の工夫などが必要となる。 

    「研究テーマについて」で示したように、本年度重点を置くのは、環境や手だての工夫の人的環

境におけるチームティーチングと児童生徒に合ったコミュニケーション手段の使用、さらに、授業

における活動の設定の工夫である。 

   ○授業研究協議会での検討 

     「ディスカッションシート」に環境や手だての工夫・活動の設定の工夫についての項目を    

作り、ディスカッションすることの一つとする。 

   ○授業づくりのキーポイントを明確に示したツールの作成と使用 

     「授業づくりのための観点シート」（資料４）を作成し、「授業づくりのための話し合い」    

や、学級、学習グループで話し合う機会などで授業づくりの資料として使用する。 

     尚、「授業づくりのための観点シート」の項目は、環境や手だての工夫・活動の設定の工    

夫に関するものだけでなく、昨年の研究の取り組みで得られた成果や課題からキーポイントとな

ると考えられることなども含む。 
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 ○環境や手だての工夫の視点 

  ・物的環境（構造化、刺激の低減など） 

  ・人的環境（かかわり方、チームティーチング、コミュニケーション手段など） 

  ・教材の提示方法  ・見通しのもち方 など 

 ○活動の設定の工夫の視点 

  ・興味・関心  ・意図的な場面設定  ・活動量  ・集団学習と個別学習 など 

 ＊太字は本年度の重点 

       

  ⑤授業研究協議会の実施方法 

   ⅰ）指導案は授業研究協議会の１週間前に全員に配布する。 

     ・授業を参観する前に必ず指導案を読むことを心がける。 

   ⅱ）授業展開日を２回以上つくり、授業を必ず参観できるようにする。 

     ・週に１回しかない授業については、当日及び可能であれば１週前の授業を公開する。 

   ・参観できない人のために、ビデオを記録しておき、放課後に視聴できる時間をつくる。 

   ・部内授業研究協議会では、授業展開日は１回とする。 

    ⅲ）全員が「ディスカッションシート」の項目にそって、授業について記録する。 

・全員が共通した視点で協議会に参加することができるように、「ディスカッションシー    

ト」を作成する。 

   ・「ディスカッションシート」は、研究係で内容を検討して作成する。 

   ⅳ）授業研究協議会では、小グループ（９人程度）でのディスカッション形式で協議を行う。 

          ・小グループにすることで、全員が意見を発言する機会を確保する。 

     ・司会者は、事前にグループメンバーの「ディスカッションシート」の記録に目を通しておき、

話し合いを円滑に進めるようにする。 

     ・全体授業研究協議会では、グループディスカッションの間、授業者は講師から助言を    

受ける。部内授業研究協議会では、授業者もディスカッションに加わる。 

     ・研究会終了後、「ディスカッションシート」を回収し、研究係がまとめ、授業者に還元する。

また、全グループの協議内容や、講師から授業者への指導・助言を記録して配布し、学校全

体で情報を共有する。 

 

  ⑥教師の意識に関するアンケートの実施 

    全校の教師を対象に、キャリア教育や授業づくり、学校全体での一貫性や系統性などに対す   

る意識についてアンケート（資料５）を実施する。５月と１２月の２回行い、本年度の取り組みに

よる効果や意識の変化などを評価する。 

 

（２）不適応行動に対する具体的支援 

  ①基礎研究 

    「不適応行動の理解と支援」をテーマに、講師を招いて全校での研修会を実施する。 

    （夏季休業中） 

  ②実践事例 

    事例をあげ、様々な不適応行動に対する具体的支援を検討することで、教師間で支援を共通   

理解したり、事例にあげる児童生徒だけでなく、その他のケースに対する支援の手がかりを得たり

する機会とする。 

また、事例をまとめ、整理し、『不適応行動に対する実践事例』を作成する。本校のみならず、

不適応行動に対して支援を行っている多くの方たちにとって実用的な支援ツール、あるいは支援の

ヒント集となるような事例集としたい。 

    方法や進め方は以下に示す。 
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 ○「授業充実のための話し合い」を利用した支援の検討（毎週金曜日） 

 ○児童生徒一人一人の変容や授業改善の経過が分かる指導記録（個別の指導計画） 

 ○事例児童生徒に対する具体的支援について、学部内でグループディスカッションをする。  

（年間２回／夏季休業中及び１０月） 

 ○夏季休業中のグループディスカッションを受け、支援を改善、継続する。（９月～１０月） 

 ○支援の成果や児童生徒の変容を記録する。（１１月～１２月） 

 ○今年度及び昨年度にあがった事例をまとめて整理し、『不適応行動に対する実践事例』を作

成する。（１月～２月） 
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Ⅱ.小学部  
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１．小学部の研究について 

（１）研究の進め方 

   本テーマ２年計画の２年目ということで、キャリア教育の視点を取り入れた授業づくりのより一層

の充実を図ることを目標に取り組んだ。具体的には、授業を作り上げる段階では「授業づくりの観点

シート」の活用や、様々な立場の教師が参加しての指導案検討を行ってきた。また、昨年度の全体研

究会の中で課題とされた、キャリア教育で大切にしていることの一つとして挙げられる「振り返り」

については特に、授業づくりの中で意識して取り入れるようにもした。部内授業研究協議会と全体授

業研究協議会の２回授業研究協議会を行い、「基礎・基本のマトリックス」を用いて、つけたい力、育

てたい力により焦点をあてた授業を展開するようにした。 

   また、もう一つの研究の柱である「不適応行動に対する具体的支援」については、一人一事例出し

合い、具体的な支援方法についてディスカッションを行った。その中から代表事例を選び、２回目の

事例検討会で、その後の経過や改善した点などを報告し合った。それぞれの事例は実践事例としてま

とめた。 

  ○部内授業研究協議会 ＜教育課程３・４ 自立活動（チャレンジタイム）＞ 

授業をビデオ撮影し、ビデオ視聴とディスカッションシートをもとにしたグループディスカッシ

ョンを行った。育てたい力として、手遊び歌や本の読み聞かせをとおして、教師や友だちとのやり

とりが生まれることや、好きな活動やものを選ぶことを目標として取り組んだ。 

  ○全体授業研究協議会 ＜教育課程２ 国語・算数＞ 

    小学部３年生の国語・算数の授業ということで、育てたい力としては、基礎概念を形成し、基礎

学力、認知能力を伸ばすことをねらいとした。集団学習の中では、活動を最後までやりとげること

や、要求や意志を伝えること、集団活動に参加できることなどをねらった授業を行った。 

    協議会では全教師が授業を参観もしくはビデオ視聴し、小、中、高の全教師を縦割りにしたグル

ープでのディスカッションを行った。授業者はその間、外部講師からの指導助言を受けた。  

 

（２）研究経過 

   ５ 月 ○学部研究日 

        ・今年度の取り組みについての確認 

        ・部内授業研究協議会、全体授業研究協議会に向けて、授業担当者・クラスの決定 

   ６ 月 ○学部研究日 

        ・不適応行動に対する具体的支援の事例児童・担当者の決定 

   ７ 月 ○部内授業研究協議会 

         講師 本校小学部主事 内記律子先生 

   ８ 月 ○学部研究日 

        ・不適応行動に対する具体的支援についてグループディスカッション及び代表事例決定 

   １０月 ○学部研究日 

        ・不適応行動に対する具体的支援について、代表事例の報告・検討 

   １１月 ○学部研究日 

        ・指導案検討 

        ・不適応行動に対する具体的支援の事例のまとめ、実践事例作成 

   １２月 ○全体授業研究協議会 

         講師 筑波大学附属大塚特別支援学校教諭 中村 晋先生 

       ○学部研究日 

        ・研究アンケートの実施 

   １ 月 ○学部研究日 

        ・実践報告書の作成 

   ２ 月 ○学部研究日 

        ・今年度の研究の成果や課題の検討・まとめ 

        ・次年度の研究の方向性についての検討 
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（３）成果と課題 

①キャリア教育の視点（「５つの基礎・基本」）を取り入れた授業づくり 

【成果】 

＜「基礎・基本のマトリックス」の活用＞ 

○同じツールを用いることで、一緒に授業を行う全員で確認、共通理解を図ることができた。 

○「基礎・基本のマトリックス」が分かりやすく、項目が整理されていたので、児童の実態に合わせて

明確なねらいをもって授業づくりを行うことができた。 

○「基礎・基本のマトリックス」によって、発達段階ごとの目標が具体的に示されていたため、児童の

実態や目指す将来の姿に応じた目標をもって授業づくりを行うことができた。 

○児童の育てたい力をもとに授業や場面を設定することが定着してきている。 

○「基礎・基本のマトリックス」をラミネートして配布したことで、常に意識することができた。 

○授業を参観する際にも、「基礎・基本のマトリックス」を参観の指標とすることができた。 

＜学部内・学部間での支援の一貫性・系統性＞ 

○「５つの基礎・基本」に基づいた授業実践やディスカッションを通じて、各学部段階での支援や育て

たい力について知ることができ、支援の系統性を意識することにつながった。 

○一人一人の育てたい力を考慮して目標を設定し、学級・学年間で共通理解をして取り組んできたこと

で、育てたい力やできるようになってほしい点について、どの児童にも成果が見られた。 

＜ＰＤＣＡサイクル：「授業充実のための話し合い」＞ 

○ＰＤＣＡサイクルで目標や支援をよりよくしようとすることが自然にできるようになった。 

○「授業充実のための話し合い」の時間に教師間で相談したり、普段から疑問に思ったことを確認し合

ったりすることで、児童の実態把握や情報共有を十分に行うことができた。 

○児童の定着の度合いに合わせて、同じ題材でも尐しずつ難易度を上げてさらに定着を図った。 

＜授業での振り返り＞ 

○自分の制作したものや写真を使った振り返りを行い、自分や友だちがどんなものを作ったか、どんな

経験をしたか分かりやすくなるようにした。 

○授業での振り返りはどの授業でも行うようになってきている。その際、何をやったか思い出すだけで

なく、その時の気持ちや様子も表現できるように工夫している場面も見られた。 

○どの学部でも授業での振り返りが話題となっており、学校全体で意識できてきている。 

＜キャリア教育の視点＞ 

○キャリア教育の視点に基づいて、児童の発達段階を意識して授業づくりを行うことができた。 

○普段の生活や授業の様子、児童の状態などを踏まえて、支援を行うことができた。 

【課題】 

＜「基礎・基本のマトリックス」の活用＞ 

○目標設定の際に「基礎・基本のマトリックス」を活用できなかった。 

○授業を参観する際の資料として見ると、高等部でも小学部段階の項目に当てはまる生徒が見られ、記

載されている段階どおりにステップアップしていける例はどの程度あるのか疑問である。 

○普段の活動を「基礎・基本のマトリックス」で分類し、取り扱っていない内容を活動に組み込んでい

くなど、活用の仕方を再度検討する必要がある。 

○「基礎・基本のマトリックス」内の項目に該当しないと考えられる学習活動もあった。 

○授業を組み立ててから項目を当てはめるという、本来とは逆の手順になることが多かった。 

＜学部内・学部間での支援の一貫性・系統性＞ 

○一人の教師が計画を立てるのではなく、学部内、学部間で一貫した支援を考える必要がある。 

○「授業充実のための話し合い」の時間がほぼとれず、教師間での共通理解が足りず、実践に生かせな

いことがあった。引き続き学級の中で育てたい力の共通理解を図らなければならない。 

○学年間・学部間の支援の一貫性・系統性を図ることにはまだ課題がある。 

○中学部進学を意識して、役割をもっての活動や、自発的な活動の機会を充実させるべきだった。 
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＜授業内の振り返り＞ 

○振り返りを次の授業に生かすという視点がまだ弱かったように思う。 

○授業の時間配分がうまくできず、振り返りのできない授業もあった。 

＜キャリア教育の視点＞ 

○キャリア教育やライフキャリア、ワークキャリアなどの考え方が浸透していないように思う。 

＜支援の方針＞ 

○教師の設定した活動に取り組むことが多く、思う存分活動に取り組むという経験が尐ないため、十分

な達成感や充足感を得られにくいのではないか。 

○仕事へのあこがれや夢などに結びつくような、役割のある活動や他者の役に立ったと思える経験を増

やしていく必要がある。 

○研究テーマが変わっても、用いてきたツールを使わなくなるようなことがないようにしたい。 

 

②環境や手だての工夫・活動の設定の工夫 

【成果】 

＜物的環境や人的環境の整理＞ 

○目標達成に向けての手だてを考える際に、物的環境、人的環境を整理したり工夫したりすることが自

然と考えられている。 

○環境面で、必要に応じて徹底的に刺激を減らすことで、児童が落ち着いて生活することができた。人

的な刺激も軽減するよう努めたが、気持ちを切り替える際には人が切り替わることが助けになること

もあった。 

○小学部の国語・算数の授業では、特に集団学習におけるチームティーチング（以下、「Ｔ・Ｔ」とする）、

個別学習における物的環境を整えること、教材の工夫がよくできている。 

○常にＴ・Ｔで授業を行うことで、多面的な実態把握を行うことができた。 

○児童の様子に合わせてＴ・Ｔの動きや分担を工夫することで、児童が落ち着いて授業に向かうことの

できる場面が増えた。 

○授業研でＴ・Ｔについて話題にしたり、授業場面を見たりしたことで、Ｔ・Ｔにおけるよりよい支援

について考えることができた。 

＜教材の提示＞ 

○児童に合わせた魅力的な教材を工夫したことで、分かりやすく、取り組みやすい授業ができた。 

○視覚教材の活用により、授業を理解する場面や見通しをもてる場面が増えた。 

＜言葉かけなどのコミュニケーション面の工夫＞ 

○言葉かけの仕方を担任同士で共通理解するように気をつけることができた。 

○マカトンサインを多く用いるようにすることで、児童が自分からサインを使う場面が増えた。 

○視覚的支援を用いたり、言葉の提示の仕方を工夫したりして、児童に応じてコミュニケーション手段

を整えることができた。 

＜主体的な活動に向けて＞ 

○支援の仕方を徹底することで、児童自身が活動に対して意識的に取り組めるようになってきた。 

○児童の様子や状態に合わせて、手立てや活動量を変えることで、児童が無理なく活動できた。 

【課題】 

＜物的環境や人的環境の整理＞ 

○教室内の視覚的情報が多く、整理が必要だと感じる場面があった。 

○児童が教師と適切な関係性を築けず、落ち着かないことがあった。 

○児童のコミュニケーション手段の実態について担任間で共通理解しきれず、Ｔ・Ｔの役割をうまく活

用することができなかった。 

○Ｔ・Ｔは人数が充実していればよいわけではなく、意識や支援方針の共有が必要。 

○不適応行動への対応の際の、Ｔ・Ｔの役割（他児童の掌握や支援の補助など）も検討が必要。 

○児童へのかかわり方や支援の方法の改善については、一人一人が意識することで改善していくものだ

と思うが、十分な研修の場もなく、具体的にどう改善していくかが今後の課題である。 
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＜支援の工夫について＞ 

○全体への手だてとして有効な支援と、個別に有効な支援を整理する必要がある。 

○準備や片付けなどでも、今後児童が活動できる場面を増やしていきたい。 

○個別対応の必要な児童へ対応していると、自分でできる児童やあまり支援が必要ない児童にかかわれ

なかったことがあった。 

 

※不適応行動に対する具体的支援についての成果と課題は、「研究のまとめ」で記述する。 

 

（４）まとめと今後の展望 

キャリア教育の視点からなる「５つの基礎・基本」に基づき、「基礎・基本のマトリックス」を用いて

授業づくりを行った。その際、昨年度の研究会において課題となった、授業での振り返りについても意

識して実践を行った。部内授業研究協議会では教育課程３・４の学習グループにおいて、全体授業研究

協議会では教育課程２の学級においてそれぞれ授業研究会を行い、児童の実態に応じた教材の選択や、

将来のために育てたい力を意識した目標設定について、幅広く検討することができた。また、全体授業

研究協議会における講師講話及びディスカッションでは、個々の特性や実態を考慮した支援や手だての

工夫、授業づくりの留意点などについても多くの示唆を得ることができた。前述の成果と課題にあるよ

うに、アンケートにも多くの記述が得られ、「キャリア教育の視点を取り入れた授業づくり」「環境や手

だての工夫・活動の設定の工夫」について、高い意識をもって取り組むことができたことがうかがえた。 

環境や手だての工夫・活動の設定の工夫については、目標設定や授業実践において、物的環境や人的

環境を整理したり工夫したりすることが意識できるようになってきている。Ｔ・Ｔにおける役割分担や

教材の開発及び活用など、教師間で共通理解を進めながら実践を行ってきていることの成果と考えられ

る。一方で、Ｔ・Ｔにおいて意識や支援方針の共有、児童との信頼関係づくりなどを、より徹底して行

う必要があるという意見も見られた。小学部においては、Ｔ・Ｔでの活動が多く、教師間での情報共有

や役割分担、支援方針の確認がより確実に行われることが求められる。そのためにも、学級での情報共

有の体制や人的環境などを、年度当初から意識的に整えていけるように次年度に引き継いでいきたい。

さらに、小学部においては、実態に応じたコミュニケーション手段の使用において、視覚的な支援や言

葉かけの工夫、マカトンサインの使用について特に成果が挙げられた。児童の理解やよりよいコミュニ

ケーションを促すためにも、今後も実態に応じたコミュニケーション手段の選択と工夫を継続して行っ

ていきたい。また、今年度重点的に取り組んできた授業での振り返りについては、授業内容や活動を思

い出す機会とするだけでなく、児童への肯定的評価を伴う振り返りを取り入れて実践している場面が多

く見られた。 

キャリア教育の視点（「５つの基礎・基本」）及び、そのツールとしての「基礎・基本のマトリックス」

については、学部内にかなり浸透し、授業づくりの際の指標とすることができてきている。合わせて、

講師講話から、「基礎・基本のマトリックス」における「豊かな心の獲得⑤人とのかかわり」「社会・経

済的自立の確立⑮役割理解」を目標として、教師と児童の関係性を充実させたり、児童が役割をもって

活動する場面を設定したりすることで、児童が主体的に活動する場面や児童同士が学び合う場面が増え

ていくのではないかとの助言を得た。今後は、教師間に浸透したキャリア教育の視点を取り入れた授業

づくりを継続するとともに、児童個々の将来のよりよい姿の実現のためにも、「基礎・基本のマトリック

ス」における各項目について、小学部で必要とされる力について再度検討を進めていきたい。 
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２．部内授業研究協議会 

（１）題材名   

 「好きなものを選ぼう」 

 

（２）本時の目標                                            

 ○自分の好きな手遊び歌や絵本を選ぶことができる。（考・⑧） 

 ○好きな遊びや絵本の読み聞かせをとおして、教師とやりとりをする。（豊・⑤） 

※「本時の目標」や、「展開」の「領域・項目」にある（考・⑧）（豊・⑤）などは、育てたい力を示して

いる。『資料２「基礎・基本のマトリックス」から考える育てたい力』参照。 

 

（３）展開（７／１７時間） 

時配 学 習 活 動 領域・項目 指 導 上 の 留 意 点 備 考 

１ 

 

 

３ 

 

 

 

２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○始めの挨拶をする。 

 

（集団学習） 

○好きなものを選ぶ順番を

決める。 

・くじを引いて、順番を決

める。 

○好きなものを選ぶ。 

１手遊び歌か絵本のどちら

かのカードを選ぶ。 

２選んだ方のボードから好

きなカードを選ぶ。 

手遊び歌 

・一緒に行う相手を選ぶ。 

 

・選んだ手遊び歌を教師や

友だちと一緒に行う。 

絵本 

・絵本に注目したり話を聞

いたりする。 

 

 

 

（個別学習） 

Ａさん（Ｔ１） 

・自分の名前の文字並べ 

 

・ビーズ通し 

 

 

・ひらがなパズル 

 

 

 

社・⑫  

 

 

考・⑩ 

 

 

 

考・⑧ 

 

 

 

 

豊・⑤ 

 

 

 

 

豊・⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・児童が分かりやすいように、言葉とマカト

ンサインを使って挨拶をする。  

 

・順番が決まったら、選ぶ順番が分かりやす

 いように、顔写真カードをホワイトボード

 に掲示する。 

 

・自分で好きなものを決めやすいように、手

 遊び歌カードや絵本カードを提示する。 

 （Ⅰ） 

・興味をもって取り組めるように、手遊び歌

 は児童の知っているものにし、絵本は新し

 いものも選択肢に加えておく。 

・選びやすいように、顔写真カードを提示す

 る。 

・手遊び歌をより楽しめるように、児童の好

 きなところでは尐し止めて間をあけるなど

 して手遊び歌を行う。（Ⅱ） 

・話の内容が分かりやすいように、簡単な言

 葉は手話を交えて伝える。（Ⅴ） 

・興味が持続するように、様子によって児童

 に絵本をめくるよう促したり、児童が注目

 してからページをめくったりする。（Ⅱ） 

 

 

・選ぶ文字が分かりやすいように、１文字ず

 つ指さしで示す。 

・順番に通すことが分かりやすいように、ビ

 ーズを棒に通す前に、見本を見ながらトレ

 ーにビーズを並べるように促す。 

・間違えたときは、正しい場所を指さしで示

 す。 

 

 

 

 

 

・顔写真カード 

・ホワイトボード 

 

 

・手遊び歌カード 

・絵本カード 

 

・手遊び歌ボード 

・絵本ボード 

 

・顔写真カード 

 

 

 

 

・絵本 

 

 

 

 

 

 

・顔写真カード 

・文字チップ 

・ビーズ 

・棒 

 

・ひらがなパズル 
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１ 

 

 

Ｂさん（Ｔ１） 

・マジックテープはがし 

 

・コイン入れ（横向き） 

 

 

・具体物の弁別 

 

Ｃさん（Ｔ２） 

・ビーズ通し 

 

・コイン入れ（縦向き） 

 

・自分の名前の文字並べ 

 

Ｄさん（Ｔ２） 

・一音節の名詞の絵カード

（文字付き）と文字カー

ドのマッチング 

・動物、食べ物、動作など

の絵カード分類 

・数量によるドットカード

の分類（１～５） 

・棒さし 

・３×３の位置把握 

・２色で絵を構成するマグ

ネットモザイク 

 （２０ピース） 

・スプーン、フォーク、箸

のセット作り 

・名前のなぞり書き 

 

○終わりの挨拶をする。 

（個別学習終了後、個々で

行う。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一人でも課題に取り組めるように、教材を

 机に固定する。 

・コインを後ろに投げるときは「ここに入れ

 ようね」と声をかけながら、手を添えて穴

 に入れるように促す。（Ⅴ） 

・確実に取り組めるように、弁別する具体物

 を一つずつ手渡す。 

 

・一人で取り組めるように、必要なビーズと

 見本をまとめておく。 

・コインを入れやすくなるように、始める前

 に簡単な手のストレッチを行う。 

・正しい文字を選べるように、２枚の文字か

 ら１枚正しいものを取るよう促す。 

 

・見通しをもつことができるように、課題を

全て提示してから取り組む。 

・終わりが分かるように、終わった課題はか

ごに入れる。 

・自分から取り組めるように、一人で行う課

題は、課題ごとにかごへまとめ、取り組む

順番で棚に入れて提示する。 

・文字カードのマッチングや分類課題では、

正誤がすぐに分かるように、カード１枚ご

とに正しい場合は「まる」と言葉をかけ、

間違えた場合は正解を指さしで示す。 

 （Ⅴ） 

・相手に合わせて行うことができるように、

 棒さしと位置把握の課題は、一つずつ教師

 の手本を見ながら取り組む。 

 

・児童が分かりやすいように、言葉とマカト

ンサインを使って挨拶をする。  

 

 

・マジックテープ 

      はがし 

・コイン 

 

 

・スプーン 

・フォーク 

 

・ビーズ 

・棒 

・コイン 

・顔写真カード 

・名前カード 

・文字チップ 

・文字カード 

・絵カード 

・ドットカード 

・棒 

・ひも 

・ビーズ 

・かご 

・棚 

・マグネットモザイク 

・スプーン 

・フォーク 

・箸 

・名前のプリント 

・鉛筆 

 

 

 

 

 

※「展開」の「指導上の留意点」に記載している「（Ⅰ）」「（Ⅱ）」などのローマ数字は、「（５）ディスカッ

ションシート」の「評価項目」とリンクしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 21 - 

 

（４）成果と課題 

 ○自分の好きなもののカードを選択し、教師に渡す経験を積んだことで、日常生活の中でもカード   

などで自分の要求を伝える場面が増えてきた。 

 ○友だちとのやりとりを加えたことで、友だちをより意識して、自分から友だちに握手して挨拶し   

たり、友だちの手助けをしたりする場面が増えてきた。 

 ○今回は、子どもたちが知っている選びやすい題材ということで「手遊び歌」を選んだが、年齢を考慮

して、年齢に合った他の題材に移行していく必要がある。 

  ○今後は、友だち同士のかかわりを主とした題材にも積極的に取り組んでいきたい。 

 

（５）ディスカッションシート 

 領域 項目 

育てたい力 豊かな心の獲得 

考える力の獲得 

⑤人とのかかわり・自己理解・他者理解 

⑧自己選択・自己決定・課題解決 

＜本時の目標＞○自分の好きな手遊び歌や絵本を選ぶことができる。（考・⑧） 

       ○好きな遊びや絵本の読み聞かせをとおして、教師とやりとりをすることができる。 

（豊・⑤） 

 評価項目 工夫されていた点・改善点・疑問点など 

環
境
や
手
だ
て
の
工
夫
・
活
動
の
設
定
の
工
夫 

（Ⅰ）児童が手遊び歌や絵本に興

味をもち、自分から好きな活動

を選ぶための工夫がなされて

いたか。 

○カードは持ちやすいように厚みをつけるなどの工夫が

されていた。 

○実態に応じてカードの提示方法を変えていた。 

 ＊数、カテゴリー分け、位置など 

○ホワイトボードでの提示の仕方が、見えやすいように配

慮されていた。色の配色なども。 

○順番などがはっきりしていて、選ぶ場面が明確だったこ

とで、選びやすかったのでは。 

○繰り返しの中で内容が見通せたことや、内容が分かり安

心感がもてたことで、子どもたちは選ぶことができるよ

うになったのでは。 

（Ⅱ）手遊び歌や絵本では、教師

とのやりとりを行うための工

夫がなされていたか。 

 

○やりとりの生まれる手遊び歌や絵本を、あえて選んでい

た。 

 ・子どもたちがめくる場面のある本 

 ・まねのしやすい本 

 ・友だちとのやりとりができる手遊び歌 

○集中や持続をうながすためのやりとりに工夫があった。 

 ・絵本をめくるよう促す 

 ・視線が合うように言葉をかけたり、目線を下げたり 

（Ⅲ）活動に対する振り返りや評

価が、適当な方法でなされてい

たか。 

 

○一人一人の好きな活動の後にＭＴが「○○くんの選んだ

～～だったね」と触れることで、一人一人にスポットラ

イトが当たり、要求してそれが適う喜びを味わうことが

できた。 

○大人とのやりとりだけでなく、子ども同士のやりとりも

あったのがよかった。次のステップにつながる。 

○集団学習の最後に「みんな選べて○だったね。友だちが

選んだ物にも注目できて○だったね」と、身振り付きで

評価していたのがよかった。 

○振り返り方、評価の仕方にも、場面や児童によって変え

ていた。 
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 ・ハイタッチで共感しあったり、その都度「できたね！

まる！」と身振りをつけてほめたり、時にはさらっと

ほめて次に進んだり。 

 ・「まる」も、児童の受け止め方によって、大きな○を

示したり、片手で○をつくって示したり。 

（Ⅳ）一人一人が役割を果たし、

教師間で連携したチームティ

ーチングがなされていたか。 

 

○ＭＴの言葉かけがよかった。 

 ・集中を促す言葉かけ 

 ・声のトーン、抑揚、間のとり方、笑顔、目線 

○Ｔ２の絶妙な立ち位置と言葉かけがすばらしかった。 

 ・声をかけ過ぎるとかえってＴ２に気持ちが移ってしま

う場面を見極めたり、一声かければＭＴに気持ちを戻

すことができたりなどの児童の実態やその場に応じ

た対応 

 ・児童が飽きてきたタイミングでの支援 

 ・Ｔ２が前に出すぎず、見守るべきときは見守る。その

距離感が絶妙だった。 

 ・ＭＴが進める上で、Ｔ２が共感しているよ、というサ

インが伝わることが大事。 

（Ⅴ）児童一人一人に応じたコミ

ュニケーション手段を使うこ

とができていたか。 

○読み聞かせの中で、マカトンサインや手話を多く取り入

れていた。 

ライフステージや育てたい力（「５つの基礎・基本」の視点）を考慮した授業づくりができていたか 

○６年生という年齢を考えると、「手遊び歌」という題材は他のものに移行していけると良い。 

 →今回は、やりとりが生まれるもの、児童全員が選べるもの、という視点で選んだ題材であった。 

○相手を意識したり、仲間意識を育てたりする授業で、今後の生活の素地となる能力を育てる授業

であった。 

○あれだけの時間座っていられたのだから、学びたい、知りたい要求があり、そこにこたえる授業

だったのでは。 

今後の授業、指導・支援のアイディア 

○順番を顔写真で示したのだから、選んだ物も写真カードの横にはっていってはどうか。振り返り

につながるのでは。 

○子ども同士、友だち同士のかかわりのある取り組み。子ども同士でうまくかかわれるよう、教師

が支援する段階なのでは。 

○何かを一人で持って行き、タッチで交替という取り組み。（子ども同士でかかわるには、長年共に

過ごしてきたというような土台が必要ではあるが） 
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３．全体授業研究協議会 

（１）題材名 

「サンタさんのおてつだい」～色と形、色と具体物のマッチング～ 

 

（２）題材設定の理由 

  本学級は男子５名、女子１名の計６名で構成されている。コミュニケーション面では、１名が会話を

することができ、３名が発音は不明瞭であるが、１～２語文でやりとりができる。２名は単語や身振り、

サインを用いて気持ちを伝えることができる。学習面では、平仮名５０音を読むことができる児童が３

名、残りの３名は自分の名前やよく使う単語の平仮名以外は読むことが難しいが、音声で聞くとより理

解が深まる。また、学習態度に関しては、前にいる教師や絵本に注目できる児童、近くに教師がいるこ

とで安心して学習に取り組むことができる児童、衝動性が強いため学習時間内に着席していることが難

しい児童と実態に差がある。 

  これまでの国語・算数では、「りんごを５つ」「ねこを９ひき」など、文字や言葉で指示された数の食

べ物や動物カードを持ってくる学習や、「はし」「はんかち」など日常生活で使用する物を２～４つ記憶

して持ってくる学習などに取り組んだ。学習をする中で、数の理解や短期記憶できる容量などに個人差

はあるが、どの児童も食べ物や動物、身の回りの物の名称を覚え、言葉にする様子が見られている。ま

た、離席の多い児童も、机上で考えることができる教材を用意することで、離席が減尐してきた。しか

し、全員が友だちの発表に注目することや一緒に答え合わせをすることにはまだ課題がある。 

  どの児童も身近な物の名称を覚えてきているが、色の名称になると、色と名称が結びついていない様

子が見られた。より確実に色を覚え扱えるようになってほしいという願いから、本題材では、色の名称

や色と形、色と具体物のマッチングを学習の中心に据える。また、楽しい雰囲気の中、興味をもって学

習に取り組むことができるように、「サンタさんのおてつだい」と題して、クリスマスをテーマに学習を

進める。「ツリーにかざろう」では、「赤い丸」「黄色い星」など教師が提示した色と形の飾りを様々な飾

りがはってあるボードから選び、一人ずつツリーに飾り付けていく。児童の実態に合わせて言葉、文字

など指示の方法を変え、色と名称を確認したり、色と形のマッチングをしたりすることができるように

する。大きなツリーを用意し、待っている児童も発表する児童に注目し、徐々に飾りが増えていくこと

をみんなで喜べるようにしたい。「プレゼントをつめよう」では、文字の書かれたサイコロを振って出た

目の色と、くじを引いて出たプレゼントの種類（帽子、靴など）の札から、同じ色のプレゼントを選び、

サンタの持っている袋にはる学習を行う。ここでは、色と具体物（プレゼント）の２つの情報から、正

しいものを選び出すことをねらいとする。発表者以外の児童の机上にも様々な色の具体物の絵カードを

用意し、発表者が選んだ色と種類のプレゼントを机上で同じように選ぶことができるようにする。そし

て、全員が選び終えたら自分の絵カードと発表者の絵カードを見比べて答え合わせをする。答え合わせ

の際には、児童が注目できるよう、発表する児童は「いいですか？」と問いかけ、その他の児童は言葉

や身振り、○×の札で友だちの問いかけに答えることができるようにしたい。 

  この学習をとおして、色への理解が深まり、「○○色の○○が欲しい」と自分の気持ちを伝えたり、「○

○色の○○を持ってきて」と言われて応じることができたりと、児童の表現がより豊かなものになるこ

とを期待している。また、集団学習をとおし、友だちの発表に注目することを習慣化したり、友だちに

認められたりすることの喜びを感じてほしいと考える。 

 

（３）本時の目標 

○提示された色と形の飾りをツリーに飾ったり、サイコロとくじで決めたプレゼントの絵カードをサ

ンタの袋にはったりすることができる。（考・⑧） 

○友だちの答えが合っているか、言葉、身振り、○×の札などで伝えることができる。 

（豊・⑦）（社・⑫） 

○色と色の名称を線でつないだり、指示された色の順番でビーズ通しやフェルト玉の操作をしたりす

ることができる。（考・⑧）（考・⑩） 
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※「本時の目標」や、「展開」の「領域・項目」にある（考・⑧）（豊・⑦）などは、育てたい力を示

している。『資料２「基礎・基本のマトリックス」から考える育てたい力』参照。 

 

（４）展開（１１／１２時間） 

時配 学 習 活 動 領域・項目 指 導 上 の 留 意 点 備 考 

１ 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○始めの挨拶をする。 

 

 

 

○本時の学習内容を知る。 

 

 

 

 

 

 

○「ツリーにかざろう」を

する。 

・言葉や文字で提示された

色と形の飾りを容器か

ら選ぶ。 

 

 

 

 

 

・ツリーに飾る。 

 

・全員がツリーに飾りを付

け終えたら、全員で鈴の

付いた紐を揺らし、「ジ

ングルベル」のサビを歌

う。 

 

 

 

○「プレゼントをつめよ

う」をする。 

（発表児童） 

・白地に黒字の文字が書か

れたサイコロを振り色

を決める。 

 

 

 

 

・くじ（白黒で描かれたプ

レゼントの絵札）を引

基・② 

 

 

 

考・⑩ 

 

 

 

 

 

 

豊・⑦ 

考・⑧ 

社・⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊・⑤ 

豊・⑦ 

考・⑧ 

考・⑩ 

社・⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

・児童が一緒に挨拶することができるよう

に、言葉と身振りサインを用いて挨拶を

する。（Ｔ１） 

 

・本時の学習内容がわかりやすいように、

学習内容が書かれたカードを提示し、身

振りサインと言葉で説明をする。（Ｔ１）

（Ⅴ） 

 

 

 

・見通しをもって待つことができるように、

日直の児童から順番に指名する。 

・個々の実態に合わせて取り組めるように、

Ｃさん、Ａさん、Ｅさんにはホワイトボ

ードに文字で書き、Ｂさん、Ｄさん、Ｆ

さんには言葉で飾りの色と形を提示す

る。（Ｔ１）（Ⅰ）（Ⅴ） 

・活動への自信をもつことができるように、

提示された色と形の飾りを選ぶことがで

きたら称賛する。（Ⅲ） 

・待っている児童が前に注目できるように、

大きいツリーを用意する。 

・みんなで楽しく歌えるように、手拍子を

して盛り上げる。（Ｔ１） 

・次の活動への見通しをもち、スムーズに

次の活動に移ることができるように、歌

が終わるとサンタが現れる（サンタのぬ

いぐるみ、サンタの袋を黒板にはる）よ

うにする。 

 

・児童が前で発表することを楽しみにでき

るように、児童の写真カードを引いて、

発表する児童を決める。（Ⅰ） 

・何色の物を持ってきたらよいか自分で考

えることができるようにＢさん、Ｄさん、

Ｆさんには白地に色付きの文字が書かれ

たサイコロを用意する。（Ⅰ） 

・サイコロを転がす向きが分かるように、

足型を用意し、その上に立ってサイコロ

を転がすようにする。 

・児童が何色の何のプレゼントを持ってき

たらよいか整理しやすいように、決まっ

 

 

 

 

・ホワイトボー  

ド 

・学習内容カー

ド 

 

 

 

・クリスマスツリ

ー 

・飾り 

・飾りがかかっ

ているボード 

・ホワイトボー

ド 

 

 

 

 

 

・鈴の付いた紐 

 

・サンタのぬい

ぐるみ 

・サンタの袋 

 

 

 

・児童の写真カ

ード 

 

・サイコロ 

・足型 

 

 

 

 

 

・くじ 

・色、白黒のプ

・はじめのあいさつ 

・つりーにかざろう 

・ぷれぜんとをつめよう 

・こべつがくしゅう 

・おわりのあいさつ 
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１０ 

 

 

 

 

 

 

 

き、プレゼントの種類を

決める。 

 

・ホワイトボードからプレ

ゼント（サイコロで決め

た色で、くじで引いた種

類のプレゼント）の絵カ

ードを選ぶ。 

 

（その他の児童） 

・発表児童が決めた色と具

体物の絵カードを、机上

の絵カードがはってあ

るホワイトボードから

選ぶ。 

・選んだ絵カードを何もは

られていないホワイト

ボードにはる。 

 

 

・全員で答え合わせをし、

発表児童は黒板にはら

れたサンタの袋に、その

他の児童は机上のサン

タの絵の袋の部分にプ

レゼントを置く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今日の学習を振り返る。 

 

 

 

 

○グループに分かれ、個別

学習をする。 

 

Ａグループ（Ｔ１） 

（Ａさん） 

① 提示された色の名称を

平仮名チップで並べ

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊・⑦ 

考・⑧ 

考・⑩ 

 

 

 

 

 

た色のカードと白黒で描かれたプレゼン

トの絵カードを小さいホワイトボードに

はって確認をする。（Ｔ１） 

・児童が自分でよく考えて正しいプレゼン

トを選ぶことができるように、絵カード

を色とプレゼントの種類で分けず、ばら

ばらにホワイトボードにはっておく。 

 

 

 

・すべての絵カードから正しい絵カードを

選択することが難しい児童には、児童の

実態に応じ選択肢のカードを減らす。 

（Ｔ２、Ｔ３）（Ⅰ）（Ⅳ） 

 

・答え合わせをするときに発表児童が友だ

ちの選んだ物を目で見て確認しやすいよ

うに、傾斜のついた台にホワイトボード

を立てかけられるようにする。（Ⅱ） 

 

・全員で一緒に答え合わせできるように、

「答え合わせするよ」と言葉をかけ、児

童が全員注目したことを確認してから答

え合わせを始めるようにする。（Ｔ１）

（Ⅱ） 

・発表児童には自分の答えが正しいか友だ

ちに聞くことができるように、「いいです

か？」と言葉で伝えたり、自分の選んだ

絵カードを他の児童に見えるよう提示し

たりするよう言葉をかける。（Ｔ１）（Ⅱ） 

・発表児童以外の児童には、答え合わせが

しやすいように、児童に応じて○×の札

を用意したり、言葉や手で○×を作って

伝えるよう言葉をかけたりする。（Ｔ１）

（Ⅱ） 

・児童が取り組んだことが分かりやすいよ

うに、黒板にはられたサンタやサンタの

袋を見ながら今日の活動を振り返る。

（Ⅲ） 

 

・児童が自分の課題に集中して取り組むこ

とができるように、グループごとに仕切り

を置く。 

 

 

・提示された色カードに結びつく平仮名チ

ップを並べることができるように、色カ

ードを提示したら「これは何色かな？」

レゼントの絵

カード 

 

・ホワイトボー

ド 

・プレゼントの

絵カード 

 

 

 

・机上に置くホ

ワイトボード

（児童の人数

分×２） 

 

・机上用の絵カ

ード（児童の人

数分） 

 

 

・サンタの絵

（児童の人数

分） 

・○×の札 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ホワイトボー

ド 

・色カード 
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② ２×３、３×３のマス

に、見本と同じ位置に

同じ色のシールをは

る。 

 

（Ｂさん） 

① 教師に言われた色のフ

ェルト玉をピンセット

でつまむ。 

② 教師が作った見本と同

じように積み木を組み

立てる。   

 

 

Ｂグループ（Ｔ２） 

（Ｃさん） 

① 画用紙の色の印に合わ

せて洗濯ばさみではさ

む。 

② 絵カードを見て、その

名称を平仮名の文字チ

ップで構成する。  

 

 

 

（Ｄさん） 

① 複数ある選択肢の中か

ら自分の名前を選ぶ。 

② 見本を５秒見てから、

同じ場所に同じ色のシ

ールをはることができ

る。 

③ 色の印に合わせて、は

しでフェルト玉をつま

む。 

 

Ｃグループ（Ｔ３） 

（Ｅさん） 

① 平仮名で書かれた色の

名称に合わせて、色シ

ールをはった消しゴム

をピンセットではさん

で容器にいれる。その

あとに、キャラクター

の口にピンセットで入

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と聞くようにする。（Ⅰ） 

・２×３マスから始め、マスを増やしたり、

はるシールの数を増やしたりして尐しず

つ難易度を上げていく。 

 

 

 

・手元を見て課題に取り組むことができる

ように、「よく見ようね」と言葉をかける。 

 

・見本はついたての裏で作ってから示すよ

うにするが、組み立て方を迷っていると

きには、分かりやすいように、教師が目

の前で積み木を組み立てて見せる。 

 

 

 

・一人で洗濯ばさみをはさむことが難しい

ときは、教師が画用紙を持つ。 

 

・どの文字チップを選ぶか難しいときには、

絵カードの名称を教師と一緒に読んで確

認する。 

・答え合わせがしやすいように、絵カード

と文字チップを写した写真カードを用意

する。 

 

・一人で選ぶことが難しいときには、名前

を１文字ずつ読んで確認をする。 

・同じ場所にシールをはることが難しいと

きには、「もう一度見本を見よう。」と言

葉をかける。 

 

・容器にある色の印をよく見ることができ

るように、「どこに入れたらいいかな？」

と言葉をかける。 

 

 

 

・正しく入れられたか確認できるように、

名称の裏に色シールをはっておく。 

・児童が楽しみながら取り組むことができ

るように、キャラクターのついた容器を

用意する。（Ⅰ） 

 

 

 

 

・平仮名チップ 

・プリント 

・シール 

 

 

 

 

・フェルト玉 

・ピンセット 

・容器 

・積み木 

・ついたて 

 

 

 

 

 

・洗濯ばさみ 

・画用紙 

 

・絵カード 

・文字チップ 

・写真カード 

・ホワイトボー

ド 

 

 

・名前カード 

 

・見本カード 

・シール 

 

 

・はし 

・フェルト玉 

・容器 

 

 

 

・消しゴム 

・ピンセット 

・容器 
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１ 

② 磁石が入っている２つ

のお皿から量の多い方

を選ぶ。 

 

（Ｆさん） 

① 色と形のマトリックス

をする。 

 

 

② 果物の模型と平仮名の

マッチングをする。 

 

③ 平仮名で名前を書く。 

 

 

 

 

 

 

○グループごとに終わり

の挨拶をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基・② 

 

・確認がしやすいように、数字の振ってあ

る表を用意し、磁石を置いて見比べるこ

とができるようにする。 

 

 

・色と形の名称の平仮名を覚えることにつ

なげていけるように、始めに教師と一緒

に声に出しながら色と形の名称を確認す

る。（Ⅰ） 

・果物の平仮名を覚えることができるよう

に、終わったら教師と一緒に果物の名前

を読む。 

・名前の平仮名をイメージし、手本を見て

１人で書くことができるように、なぞり

板を使って書く、薄い文字をなぞる、手

本を見て書くと段階的に行う。 

 

 

 

・児童が一緒に挨拶することができるよう

に、言葉と身振りサインを用いて挨拶を

する。 

・磁石 

・皿の絵の描か

れたホワイト

ボード 

・表 

・ホワイトボー

ド 

・色と形の名称

カード 

・様々な色と形

のカード 

・果物の模型 

・容器 

・果物の単語カ

ード 

・鉛筆 

・名前の平仮名

のなぞり板 

・プリント 

 

※「展開」の「指導上の留意点」に記載している「（Ⅰ）」「（Ⅱ）」などのローマ数字は、「（７）ディスカッ

ションシート」の「評価項目」とリンクしている。 

 

（５）成果と課題 

○机上に一人一人の課題を用意することで、待ち時間が尐なく、離席することがほとんどなく学習に取り

組むことができた。 

 ○特定の平仮名以外読むことは難しい児童が、単語の形で覚えたのか、白黒のサイコロで振ったときに

も正しい色の名称を言えるようになってきた。 

 ○プレゼントを選んだ後に、毎回同じように答え合わせをするようにしていくことで、前に出ている児

童が自分から「いいですか」と聞いたり、席に着いている児童が言葉や身振り、○×の札などで答え合わ

せをしたりできるようになってきた。前の児童や教師に長い時間注目することは難しい児童も、Ｔ２が「３

秒だけ見よう」と伝えて前の児童の答えを見るように促すことで、答えを見て「いいです」と答えること

ができた。 

○児童によっては、授業以外の時間にもサイコロを出し、「これは○○色」と言ったり、以前は答えられな

かった色鉛筆の色の名称を「水色」と正しく答えたりするなど、色に興味をもつ姿が見られるようになっ

た。 

○４５分で行うには内容が多く、個別学習の時間が充分に確保することができなかった。毎回全員がサイ

コロを転がしてくじを引き、プレゼントを選ぶ流れではなく、サイコロを転がしてくじを引く児童と、プ

レゼントをホワイトボードから選ぶ児童に分けるなど工夫してもよかった。 

○「プレゼントをつめよう」では、児童によっては課題が簡単で飽きてきていたので、児童の実態に応じ

て課題の量を変えてもよかった。 
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（６）講師評価・助言 

＜授業づくりについて＞ 

○知的障害を主とする特別支援学校で必要とされる専門性は教材・教具開発。子どもの育ちを支える教

材・教具をいかに開発するかが大切。 

・教材・教具を題材や手立ての工夫で生かしていくことで、個々の課題と集団の課題を並行していく

ことができていた。個と集団のバランスが取れていた。 

・教材がとても丁寧に作られていて、魅力的だった。 

○「なぜこの授業を行っているのか」について説明できる答えがなくてはならない。 

・子どもの育つ姿、中学部になってから期待できる姿などを伝えられなくてはならない。 

○授業づくりでは、３つの願いについて考えなくてはいけない。 

①「この子に身につけてほしい」という個への願い。 

→本人、家庭の願いと合理的配慮の観点から、個々に抱えている願いは確実にある。 

②「学校在学中に身につけてほしい」という学校としての願い。 

③「グループとして身につけてほしい」という集団の願い。 

→個々の願いはもちろん、集団として、次の学年ではどんな国算をする、という具体的な段階への

意識も必要。よりどころのあるものがあるとなおよい。 

○授業は、過去にやったから、などの授業ありきではなく、児童ありきであるべき。指導計画があるか

ら実践するのではなく、願いがあるから実践していくということが理想的。 

・児童の課題に沿った授業でよかった。 

・国語・算数の系統性から、このクラスでの課題と、小低で扱う課題、小高で扱う課題、中ではどう

発展していくのか、が整理できるとなおよい。 

○教育の再現性を意識することが必要。 

・人が変わっても、場が変わっても同じ支援が行える、生活ができることが大切。障害の重い子ども

ほどチームで見ることが大切。 

・場の構造化をすることで、子ども自身が自分で考え、判断することができるようにすることも有効。 

○多動傾向のある児童が授業から逸れてしまうこともあるが、集団の中での授業にチャレンジすること

で、多様性が見られていく。 

・多動傾向のある児童が飽きずに授業に向かえる場面を工夫することで、授業のキーパーソンになる

こともある。 

例）該当児童の活動量を格段に増やす。 

・できた量を他の児童に伝えることで、無駄に前に出ることが減るのではないか。 

例）前に出て、いいねと言われる場面を充実させる。 

例）該当児童をＭＴのアシスタントにする、児童司会によって授業を進行するなど、児童に役割

をつけてはどうか。 

例）該当児童がみんなに伝える係となり、みんながそれを理解しようと聞く場面を作る。 

・一見して「困った子」は、「頼れる子」に変えていくことで活躍できる場面が増えていく。 

・授業以外の場面でも、やってくれたこと、できたことをみんなの前で伝え、他の児童からも認めら

れる経験を作っていくことが重要。 

○「基礎・基本のマトリックス」から目標を設定することで、目標がぶれずに実践できていた。 

・目標の基礎となるマトリックスの項目が、チェックリストのような細かな限定的なものでなく、学

習課題という幅の広い捉えをしていることで、個々の目標に還元しやすくよかった。 

・今後は「基礎・基本のマトリックス」の中にあるたくさんの願いを、たくさん授業に盛り込んでも

よいのではないか。 

・「基礎・基本のマトリックス」のねらいは、みんな同じでなくてもよいのではないか。 
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＜児童の役割設定について＞ 

○教師が教えるのではなく、子ども同士が学び合う授業を目指す。 

・役割を担い、子どもが主導になっていくことが、キャリア教育の出発点になる。 

・役割を設定することで、子ども同士が注目し合う場面を作ることにもつながる。 

例）司会の進行：進行のためのめくりを用いる。 

・みんなが自分の司会で動くのを見ることで自分からめくるようになったり、周りから励まされるこ

とで頑張ろうという意識をもったりするようになっていく。 

・待っている側も、温かい言葉をかける経験を積むことにつながる。 

○教師が出過ぎる授業は、児童が学ばされている授業になる。 

・教師が提示し過ぎると、教師依存になり、ただ待つことの多い児童になってしまう。 

・教師がしている活動を児童の役割に変えていく。教師の役割を代わって行うことで、ほめられる回

数も増えていく。 

○授業者は、動きを尐なく、支援を尐なくしていくことが、よい授業を作るために必要。 

・物の準備も急ごうとして教師が準備している。それを児童に頼んでもよいのではないか。子どもが

持ってくる場面をつくると、子どもたちは持ってきた児童を見るようになっていく。 

・もし授業が滞っても、児童は待つことができるようになっていく。始めは待てずに怒るかもしれな

いが、次第に待ったり応援したりと、児童同士で興味が出てくるようになる。 

・時間がかかり過ぎてしまう場合は、サイコロ、くじなどを一斉にできるよう工夫するなどして時間

を短縮する。ただし、確認は必ず教師が行うようにする。 

○「社⑮役割理解」を小学部段階から目標とすることで、将来的に係活動や作業学習に自分から取り組

む生徒を育てることにつながる。 

低学年：役割のある遊び、「いないいないばあ」などで役割を理解し、役割を交換したりする。 

       →自他の理解、自己の育ち（好き、嫌い） 

高学年：役割を果たすことで得られる達成感、成就感、肯定感を重視する。 

       →認められる経験を積み重ねることによる自尊感情の育ち 

・普段から認められる機会が尐ない児童へも、学校生活で役割を果たすことで認められるという機会

を、より多く設定していく。 

＜授業について＞ 

○実態差が大きい中での集団学習だが、工夫して行うことができていた。 

・待たなくてはいけない場面で、机上に課題が用意してあることはよい。前にいる児童と同じ課題が

あることは素晴らしいアイディア。 

○子どもの学ぶ姿勢がよかった。教師を注視して授業を行うことができていた。今までの実践の成果を

見せることができた。 

・もっと手立てを講じていけば、さらによい姿が見られるはず。 

○題材が変わっても、授業の構造がしっかりしているので、同じ流れで活動できることで、子どもたち

も安心して取り組めていた。 

○個別課題と集団課題の兼ね合いでは、自分以外が何をしているか把握しながら授業を行っていく難し

さがあり、子どものもっているスキル以上のことを求められる。 

・児童が集中の限界を迎えてしまう前に手立てを講じる必要がある。 

○課題の量を個々に調整してはどうか。 

・今回は課題が全員一律、同じ量だった。高機能自閉症やアスペルガー症候群の児童が、分かってい

る授業に周囲と同じように参加することがつまらないように、今回の授業にも同様のことが言える

のではないか。 

・課題の量が１つの児童がいれば、たくさんできる児童がいてもよい。終わってから、たくさんでき

た児童をみんなでほめる場面があってもよいのではないか。 

○不適応行動への対応としては、その状況をつくらないことが一番。行動自体への注意も大切だが、言

われた児童の過度な反応を生んでしまうこともある。起こってしまったことを引きずるよりも、同じ

ことが起こらないように気をつけることが大切。 
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＜振り返りについて＞ 

○学習内容を確認するだけでなく、頑張ったことをみんなで認め、ほめられる経験をすることが大切。 

   ①自己評価：言葉がなくても、実際に行った活動からの選択などで評価することも可能。タブレッ

トなどのＩＣＴを使って言葉以外で振り返る方法も考えられる。 

   ②他者評価：教師からの身体的な接触による頑張りの認め（低学年限定）、報告へのコメント、丸つ

けでの教師からの評価など。 

   ③相互評価：友だちからの評価は設定しないと生まれにくい。友だちの期待にこたえようとしたり、

互いに認め合ったりすることにもつながる。 

→教師主導で子どもたちに振り返る場面を設定することも大切。 

例）１日１つ、よいことを見つけよう。 

○児童同士で振り返りができると、なおよい。自分だけではなく、友だちの頑張りも認められるように

なることを目指したい。 

・子ども同士の評価ができるようになると、子どもを見るようになり、いずれは、中学部以降に自分

たちで評価し合うことにつながっていく。 

○振り返った内容を形に残しておくことも大切。 

・帰りの会まで記憶を保持しておくためにも、ほめられた内容を記録として提示できるようにする。 

・作業日誌も、やったことだけでなく、何を頑張ったかが視覚的に残っていることが大切。 

・視覚的な評価を残しておくことで、家庭などでもほめられる機会を作ることができる。 

○認められることがうれしいという価値観を児童生徒に身につけさせていくことが大切。 

・できた経験、ほめられた経験が、認められたという感覚につながっていく。 

・重度の児童、注意されがちな児童は、ほめられる、認められる機会が尐ない。 

・授業内でどれだけほめられているかを見直すことも必要。 

・ほめられることがないと、他害や物壊しで注目要求を示すことがある。 

・特別支援学級に在籍する発達障害を有する児童や認知面の低い児童なども、ネガティブ評価を受け

がち。そういった児童にほめられる機会を充実させていくことが大切。 

○楽しい活動がうれしい、から、認められるからうれしい、ということにつなげていく。 

・キャリア教育の出発点になるとともに、失敗への耐性にもかかわる。 

低学年：楽しい経験、できることへの喜び 

       →ハイタッチなどの身体接触であからさまな情動の共有を行うことが必要。 

高学年：達成感を得られるように 

→楽しくない活動も、終わったらほめられた、認められたという経験を積む。頑張った結果

楽しい、嬉しい、という場面につなげていかなければいけない。 

・小学部で楽しい経験のみ積み重ねていくと、中学部以降に作業学習で不適応を起こすことがある。 

・音楽、体育などで、上手にできたからみんなに見てもらおう、という振り返りよりも、国語・算数

での振り返りは、より作業学習などでの振り返りに近いもの。楽しくはない課題でも、頑張ったこ

とでほめられたという達成感の獲得を経験することができる。 

○主体的な姿、自発的な行動の動機は様々で、それらを育てる手立ても多様。 

・目標指向、興味・関心、達成指向、外発的動機などのほか、他者に認めてほしいという思いからの

自発性（関係性）もある。 

→親に見てほしい、認めてほしいという関係性の中で動機付けを行っていくことは必要なこと。

これは小学部低学年から行わないといけない。 

→施設に入所している児童はこの経験が尐ないことも考えられる。 
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（７）ディスカッションシート 

 領域 項目 

育てたい力 豊かな心の獲得 

考える力の獲得 

 

社会・経済的自立の確立 

⑦意志表現・受信 

⑧自己選択・自己決定・課題解決 

⑩目標設定・実行 

⑫集団参加・ルール・マナー 

＜本時の目標＞○提示された色と形の飾りをツリーに飾ったり、サイコロとくじで決めたプレゼントの絵

カードをサンタの袋にはったりすることができる。（考・⑧） 

       ○友だちの答えが合っているか、言葉、身振り、○×の札などで伝えることができる。 

（豊・⑦、社・⑫） 

       ○色と色の名称を線でつないだり、指示された色の順番でビーズ通しやフェルト玉の操作

をしたりすることができる。（考・⑧、考・⑩） 

 

 評価項目 工夫されていた点・改善点・疑問点など 

環
境
や
手
だ
て
の
工
夫
・
活
動
の
設
定
の
工
夫 

（Ⅰ）児童が色の学習に積極的に

参加し、色とその名称を理解し

たり、色を見分けたりするため

の工夫がなされていたか。 

○季節に合った教材で、子どもの興味・関心を引く題材で

あった。 

○子どもの実態に合わせた教材の工夫がされていた。 

・色つきと一色の２種類のサイコロを用意。 

・個々の実態に応じて選択する飾りの色や形、数を変え

ていた。 

○手元に個別の教材を用意することで、集中を持続する工

夫がされていた。 

（Ⅱ）全員が友だちの発表に注目

し、一緒に答え合わせをするた

めの工夫がなされていたか。 

 

○答え合わせのときの「くるっと」というキーワードがよ

かった。 

○答えを全員で共有できるのがよかった。 

○個人のボードが自立する工夫や、傾斜がついていること

がよかった。 

○子どもの配置を工夫し、お互いの答えを見合う場面があ

ってもよかった。 

○Ｔ１の言葉かけは、短い言葉、声の大きさやトーン、間

のとり方など、児童の注意を自然に引くものだった。 

（Ⅲ）活動に対する振り返りや評

価が、適当な方法でなされてい

たか。 

 

○「サンタの袋がいっぱいになったね」という評価は、ス

トーリー性があったり、目で見える達成感が感じられた

りしてよかった。 

○一人一人をその都度しっかりほめていたのは、子どもた

ちの励みにつながる。 

（Ⅳ）一人一人が役割を果たし、

教師間で連携したチームティ

ーチングがなされていたか。 

 

○離席したり、集中が途切れたりしがちな児童が多い中

で、Ｔ２、Ｔ３の役割が大きく、授業の鍵を握っていた。 

・臨機応変に対応できるところは、実態の把握が良くで

きていることと、普段からの積み重ねによるものであ

ろう。 

・授業がスムーズに進むようにそれぞれ担当を分担して

いることが見て取れた。 

（Ⅴ）児童一人一人に応じたコミ

ュニケーション手段を使うこ

とができていたか。 

 

○言葉でのやりとりが成立しているように見えたが、サイ

ンを取り入れることで、より確実になるのではないか。 

○○×の札を用意していたのがよかった。 
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ライフステージや育てたい力（「５つの基礎・基本」の視点）を考慮した授業づくりができていたか 

○「座って活動する」ということが大切であり、それにつながる学習であった。座っていられるた

めの工夫がなされていた。 

○「友だちの学習を見る」「座って学習をする」という経験をすることで、先につながる授業であっ

た。 

○小学部にとって「待つ時間」の使い方は重要。待つことが苦手な集団の実態に合わせた工夫がな

されていた。尐しずつ「待つ」学習を取り入れていくことも大事。 

○大人の支援が多かった。 

・ツリーを目の前に持っていく→自分で飾りを持ってツリーにかけに行く 

 ・サンタの帽子→自分でかぶる 

・サイコロの目→自分で言う 

・教材の準備、片付け→児童が行う 

今後の授業、指導・支援のアイディア 

○離席のある児童について、立って動くことができる役割を与えることで、離席に意味をもたせて

いったらどうか。 

○受け身の授業から、主体的に動いて考える授業に変えていくために、大人の支援を減らし、教材

を配ったり、サイコロを渡したり、スタートの合図をしたりなど、子どもたちに役割を与えてはど

うか。 

○教材を尐なくして、子どもが動ける場面を多くしてはどうか。 

○「私は青色のハートを選んだよ」など、自分で発信、伝える活動を取り入れてはどうか。表出と

コミュニケーションにつながるのでは。 

○離席のある児童について、席を立っても戻ってくることができる、ということが大事。なぜ立っ

てしまったのか、そのときの気持ちをくみ取ってあげることが大事なのではないか。 

○ことばかけが多く、活気のある授業だったので、静かな場面のある授業もよいと思う。 

○順番を決めるくじのカードを、Ｔ１が子どもたちから取ってしまう場面があった。「手渡す」こと

を学ばせたい。Ｔ２やＴ３が見本を示したり、手を添えたりして学ぶ場面を作るとよい。 

○マイペースな子が多いので、相手に合わせる力をつけていけるようなゲームなどに取り組んでほ

しい。 
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Ⅲ.中学部 
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１．中学部の研究について 

（１）研究の進め方 

中学部では，全校の研究テーマである「ライフステージを意識した学校でできる支援Ⅱ」に基づき、

「基礎・基本のマトリックス」や「授業づくりの観点シート」を活用して「国語・数学」と「総合的

な学習の時間」で授業研究を行った。授業づくりでは、「育てたい力」、「活動に対する適切な振り返り

や評価」、「生徒に合ったコミュニケーション手段の活用」、「チームティーチング（以下「Ｔ・Ｔ」と

する）」などのポイントを押さえて行った。 

不適応行動に対する具体的支援の研究では，１６事例をあげ、不適応行動が起こる要因や背景、支

援の方法について検討し、実践の経過や成果をイラストつきの実践事例としてまとめた。 

◯部内授業研究協議会  ＜教育課程２ 国語・数学＞ 

中学１年生の「国語・数学」では、「聴く力」、「見る力」を育てる学習に取り組んだ。合わせて、

集団での学習をとおして他者の活動に注目したり、他者に合わせて行動したりする力の成長をねら

いとして活動を工夫し授業を組み立てた。この授業を基にビデオ視聴、グループディスカッション

を行った。 

◯全体授業研究協議会  ＜教育課程２ 総合的な学習の時間＞ 

  中学２年生の「総合的な学習の時間」に、職場体験をとおして、働くことについて調べたり、自

分の将来について考えたりする学習を計画した。単元の導入の部分で行った今の自分を知るための

「自己評価」に取り組む授業を基に、全体授業研究協議会を行った。 

 

（２）研究経過 

５ 月  ○学部研究日 

      ・今年度の取り組みについての確認 

・部内授業研究協議会及び全体授業研究協議会代表授業の選定、 

・不適応行動に対する具体的支援の実践事例の選定 

・学習指導案作成 授業準備 

   ６ 月  ○部内授業研究協議会代表授業 授業展開 

７ 月  ○部内授業研究協議会  

      ・代表授業をもとにしたディスカッション 

８ 月  ◯学部研究日 

      ・不適応行動に対する具体的支援の実践事例検討 

９ 月   ・学習指導案作成 授業準備 

   10  月     ・学習指導案作成 授業準備 

        ○学部研究日 

         ・不適応行動に対する具体的支援の実践事例報告 

11 月  ○全校授業研究協議会  

       講師 千葉県立桜が丘特別支援学校 教頭 平賀 博巳先生 

12 月  ◯学部研究日 

      ・研究アンケートの実施 

１ 月  ○学部研究日  

・授業研，不適応行動に対する具体的支援のまとめ 

・実践報告書の作成 

２ 月  ○学部研究日 

      ・今年度の研究の成果や課題の検討・まとめ 

      ・次年度の研究の方向性について 
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（３）成果と課題 

①キャリア教育の視点（「５つの基礎・基本」）を取り入れた授業づくり 

【成果】 

＜中学部で育てたい力：基礎・基本のマトリックス＞ 

○指導案に資料として「基礎・基本のマトリックス」を添付したことにより、この授業でどんな力を

育もうとしているのか一目瞭然で分かった。この授業でおさえる育てたい力の他に、他学部との系

統性を確認することができた。 

○「基礎・基本のマトリックス」が教師一人一人の手元にあったので、育てたい力を確認しながら授

業づくりを進めることができた。また、この授業をとおして育てたい力を教師間で共通理解できた。 

○「基礎・基本のマトリックス」は、目標設定のときに活用することができた。生徒の成長を考える

ときに、次の目標を決める指標になった。また、中学部段階の育てたい力が難しい生徒は、小学部

段階の育てたい力を見ることで、その生徒に合った目標を探すことができた。 

○「基礎・基本のマトリックス」があることで、どのような観点で授業づくりを行っていけばよいか

確認することができた。 

○学校全体でキャリア教育について理解を深めて、学部間で系統性をもった取り組みを行うことの重

要性を学んだ。 

○学部間の支援の一貫性について意識しながら授業づくりができた。 

○昨年度よりも「基礎・基本のマトリックス」に注目することができた。 

  ○将来、企業就労を視野に入れた生徒や医療的ケアの必要な生徒、普通学級の生徒や重複学級の生徒、

中学部一人一人のキャリア教育について考えることができた。 

＜ＰＤＣＡサイクル：授業充実のための話し合い＞ 

○授業づくりから振り返りまでの PDCA サイクルを実践することができた。 

○指導案検討のとき、「授業づくりのための観点シート」を用いて項目に従い教師間で授業について確

認した。授業の中で足りないところに気付けたり、先輩教師からポイントを押さえたアドバイスを

もらえたりすることができた。 

○学部でも各単元の終りに生徒がそれまでの取り組みを振り返る時間を設けている。また、教師も単

元の反省をし、それを次年度に引き継いでいる。この取り組みを継続していく。 

【課題】 

＜中学部で育てたい力：基礎・基本のマトリックス＞ 

○「基礎・基本のマトリックス」にある「育てたい力」を身につけることがキャリア教育なのか？取

り組めていない項目もあるはず。年間を通して授業の中ですべての育てたい力を網羅しているか確

認する必要があるのではないか。 

○学部内、学校内の一貫性のある授業の進め方、マニュアルのようなものがあると授業づくりの参考

になってよいと感じた。 

○「基礎・基本のマトリックス」の内容を見直していく作業が必要だと感じた。そのためにも「基礎・

基本のマトリックス」を活用した授業づくりは、まだスタートしたばかりなので、継続し、実践を

積み重ねることが必要だと考える。 

○ライフキャリアの視点は、今後も大切にしたい。 

＜ＰＤＣＡサイクル、授業充実のための話し合い＞ 

○「授業充実のための話し合い」を決まった時間に確保することは難しかった。空いた時間に適宜、

授業や生徒の話しをするようにした。 

＜その他＞ 

○小中高の学習の系統性や支援の一貫性について、今後も見直していく必要がある。 

○「ライフキャリア」についてもっと研修が必要だと感じた。 
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②環境や手立ての工夫・活動の設定の工夫 

【成果】 

＜物的環境（教材）＞ 

○生徒一人一人に合った教材の提示やコミュニケーションのとり方について改めて考えることができ

た。 

○分かりやすい環境は、生徒が力を発揮する上でとても大切だということが再確認できた。 

○環境の設定によって生徒の理解度に違いが出ることを学ぶことができた。 

○教材一つ一つにいろいろな工夫がありとても勉強になった。 

○教材や手だてなど、教師の準備次第で、生徒の興味ややる気が変わることを実感した。 

＜人的環境（Ｔ・Ｔ、コミュニケーション）＞ 

○指導案などの検討、教師間での共通理解、実際の授業でのＴ・Ｔの指導という流れを改めて大切に

した授業づくりを行うことができた。 

○Ｔ・Ｔの大切さ、教師集団のチームワークの大切さに気付くことができた。 

○授業中の教師間の連携、コミュニケーションの大切さ、教室で死角を作らないようなそれぞれの立

ち位置まで配慮が必要なことを改めて確認できた。 

○自分の授業でも生徒に合わせたコミュニケーション手段を工夫することができた。 

○生徒への「言葉かけ」にも注意を払って授業を行うことができた。 

○授業づくりの際に、見逃しがちな人的環境について指導案の中に記入する項目を入れることで意識

して授業をつくることができた。 

○Ｔ・Ｔが有効に機能すれば、よりよい授業になって生徒もより力を発揮することができる。 

○教師間で支援をどこまでするか、どこまで生徒に任せるかを確認した。 

＜振り返り＞ 

○「振り返り」は、教師の即時評価や授業や単元の途中や終りに学習したことを再確認するなど、い

ろいろな方法があることが分かった。 

○進路指導や総合的な学習の時間に学習してきたことをファイルにまとめておき、高等部に行ったと

きや卒業後の生活で活用できるものができたら大きな財産になる。 

○「振り返り」は、言葉だけでは消えてしまうので、生徒が取り組んだ課題、作成した作品、写真や

映像など、形として残り、後でまた確認できるものを活用している。 

【課題】 

＜人的環境（Ｔ・Ｔ、コミュニケーション）＞ 

○生徒が落ち着いてきたら、意図的に生徒が考えて、判断し、行動するような授業も必要。教師がど

こまで意図的に、計画的に授業を組み立てられるかが課題。 

○縦割りでグループ編成が変わる授業では、事前の打ち合わせを十分にすることができないこともあ

った。効率的に授業の打ち合わせや準備をする必要がある。 

○Ｔ・Ｔの役割を常に確認する必要がある。どこまで支援するのか、どこまで見守るのか。一つの授

業の中には教師間での共通理解が必要な場面がたくさんある。 

○特に人的環境は、生徒に対する影響が大きい。教師として心して指導にあたりたい。 

＜振り返り＞ 

○「振り返り」を行い、授業が終わったからそれで終わりでないことを学んだ。その授業を行った後

の生徒の変化、心の成長までもつぶさに感じ取れるようになりたい。 

 

※不適応行動に対する具体的支援についての成果と課題は，「研究のまとめ」で記述する。 
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（４）まとめと今後の展望 

昨年度は、「作業学習」を取り上げて研究を行い、作業学習をとおして中学部の段階で育てたい力を

確認し、授業づくりを行うことができた。次年度の研究に向けて、以下の課題があげられた。 

・高等部での学習、卒業後の生活へのつながりを意識し、たくさんの成功体験や認められる体験がで

きる、分かりやすく、やりがいをもって取り組めるような授業づくりを行う。 

・「作業学習」以外の学習を「基礎・基本のマトリックス」を用いてキャリア教育の視点で見直し、中

学部の段階で育てたい力を意識した授業づくりを継続する。 

これらの課題から今年度は、「国語・数学」と「総合的な学習の時間」を取り上げて研究授業を行っ

た。「育てたい力」が押さえられていたか、「活動に対する適切な振り返りや評価」、「生徒に合ったコ

ミュニケーション手段の活用」、「Ｔ・Ｔ」などの視点で授業を見直し協議したことで以下のような成

果や課題があがった。  

人的環境については、日頃行っているＴ・Ｔについて改めて目を向け、教師の役割分担や立ち位置、

コミュニケーションなどの視点で「国語・数学」の授業を見直した。教師間の連携やコミュニケーシ

ョンが適切に行われＴ・Ｔが有効に機能することで、よりよい授業になり生徒もより安全に安心して

力を発揮することができた。不適応行動のある生徒に対する支援の面でも、学部の中で共通理解をも

って指導、支援にあたることで、不適応行動が減り、落ち着いて学校生活が送れるようになってきた。

教師がチームとして連携、協力することが授業や不適応行動への支援に必要なことが改めて確認でき

た。 

   「総合的な学習の時間」では、自己評価に取り組む授業で授業研究を行った。翌日、生徒から自己

評価をやり直したいという申し出があった。参観者が気になり素直に質問に答えられなかったことが

理由だった。その生徒は授業が終わった後も自分で授業を振り返り、自分自身を見つめ直していたの

である。「この先生なら正直に気持ちを伝えられる。」という教師と生徒の信頼関係の深さと生徒の成

長が感じられた授業だった。生徒が学習に取り組む上で、安心して取り組める環境としての教師の存

在、教師と生徒の信頼関係が大きく影響することが分かった。教師として、生徒とどう向き合い信頼

関係を築いていくか、授業づくりに取り組むか、考え続けたい。授業づくりをする上で、教師がこの

授業、この単元でねらうこと、「育てたい力」は何なのかを明確にすることができたことは、「基礎・

基本のマトリックス」を活用したことの成果の一つだと言える。 

振り返りの観点からは、即時評価や授業のまとめに加え、授業後も自分で学習の振り返りができる

ような記録やワークシートをファイルに残すことを実践した。単元が終わっても日々の生活やその後

の学習の中で、折に触れて繰り返し振り返る機会を設定することの大切さを確認した。 

キャリア教育の視点（「５つの基礎・基本」）を取り入れた授業づくりも２年目となり、作業学習の

年間指導計画に中学部の段階で「育てたい力」を明記したり、音楽や体育の略案にこの授業で「育て

たい力」を載せたりと、学部の中で尐しずつ「基礎・基本のマトリックス」が活用されてきた。一方

で「基礎・基本のマトリックス」の活用の定着化や内容の見直し、「基礎・基本のマトリックス」を活

用した授業づくりの継続、実践の積み重ねの必要性が課題として挙げられた。 

中学部には、卒業後、企業就労を目指す生徒だけでなく、作業所などの施設での就労を目指す生徒、

医療的なケアの必要な生徒も在籍している。授業研究会の講師講話の結びに「キャリア教育とは、ス

キルを身に付け、企業就労をすることだけが目的ではない。社会とつながり、社会の中で役割を果た

しながら、自分らしく、無理なく生きることを目指すものである。」、「医療的ケアの必要な児童も“親

子”という社会とつながり生きている。」とあった。２年間の研究を終えるにあたり、もう一度中学部

に在籍する生徒全員の顔を思い浮かべながらキャリア教育について考え、研修をすることができた。

中学部３年間で義務教育が終了し、３年生は高等部入試を含めた進路の選択が待っている。高等部と

連携を取り、中学部段階から計画的に自己実現のための進路選択に向けた学習を進めていく必要があ

る。今後も「基礎・基本のマトリックス」を活用し、将来を見据えた生徒一人一人のライフキャリア

を大切にした授業づくりを行っていきたい。 
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２．部内授業研究協議会 

（１）題材名  

  「リズムもカードもぴったんこ」 

 

（２）本時の目標                       

  ○キーボードの音を聞いて「シ」のベルハーモニーを鳴らすことができる。（考・⑧ 社・⑫） 

  ○教師が示した絵カードを見て、縦２分割の絵カードを持ってくることができる。 

   （Ａさん、B さん）（考・⑧⑩） 

  ○教師が示した絵カードを見て、文字チップで示すことができる。（C さん、D さん）（考・⑧⑩） 

  ※「本時の目標」や、「展開」の「領域・項目」にある（考・⑧ 社・⑫）などは、育てたい力を示し

ている。『資料２「基礎・基本のマトリックス」から考える育てたい力』参照。 

 

（３）展開 （１１／１４時間） 

時配 学 習 活 動 領域･項目 指 導 上 の 留 意 点 備 考 

 ３ 

 

 

 

１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯はじめの挨拶をする。 

 

 

 

◯ドレミの歌。 

 ・色画用紙の上に同じ色のベル

ハーモニーを置く。 

 

 ・教師に名前を呼ばれたら前に

出てくる。 

 

 ・ド～シまでのベルハーモニー

を順番に鳴らす。 

 

 

 

 ・「シ」まで鳴らし終わったら

自席に戻り教師とハイタッ

チをする。 

  

◯合わせてぴったんこをする。 

 ・教師が示した絵カードと同じ

カードを選んだり、文字で示

したりする。 

 ・縦２分割の絵カードの片方を

持ってきて完成する。 

  （Ａさん、Bさん） 

 ・ヒントカードを見て、文字チ

ップで示す。（Cさん） 

 

 

社・⑫ 

 

 

 

社・⑫ 

考・⑧ 

考・⑩ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

社・⑫ 

考・⑧ 

考・⑩ 

     

     

     

     

     

     

     

     

・始まりを意識できるように、前に

いるＴ１に注目したことを確認

してから挨拶をする。（Ⅰ） 

 

 

・Ｔ２は，ベルハーモニーを置くと

ころが分かるように、目印に同じ

色の色画用紙を置く。 

・積極的に学習に参加できるように

「１番にやりたい人。」と質問し

挙手した人から行う。（Ⅱ） 

・Ｔ２は，生徒の動きに合わせて曲

のスピードを調整する。（Ⅰ） 

・鳴らし始めるタイミングが分かる

ように、前奏が終わるときに「は

い。」と言葉をかける。（Ⅰ） 

・できたことが分かるように、ハイ

タッチをして賞賛する。（Ⅲ） 

 

 

 

・自分の活動が分かるように、一人

ずつ名前を呼んでから行う。 

 （Ⅰ） 

・持ってくるカードが分かるように

見本カードと縦２分割の片方の

カードを示す。（Ⅰ） 

・一人で文字チップを選び出せるよ

うに、絵カードの下に文字が書い

てあるカードを提示する。 

 

 

 

 

 

 

色画用紙 

ベルハー

モニー 

キーボー

ド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵カード 

ホワイト

ボード 

２分割の

絵カード 

文字チッ

プ 

ヒントカ

ード 
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１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 

 ・教師が示した絵カードを見て

五十音チップから文字を選び

出し示す。（Dさん） 

 ・選んだ絵カードや文字チップ

を教師の持っているホワイト

ボードにはる。 

 ・１問ずつ確認をする。 

 

◯絵本の朗読を聞く。 

 ・セラピーマットを一人一枚用

意し，座る場所を作る。 

 ・くつをぬいでマットの上に座

る。 

 ・読んでもらいたい絵本を、２

冊から１冊選ぶ。 

 ・絵本の朗読を聞く。  

 

◯おわりの挨拶をする。 

     

 

     

     

     

     

 

 

社・⑫ 

考・⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

社・⑫ 

・分からないときは、Ｔ２がヒント

を出す。（Ⅰ） 

・名詞が分からない絵カードの場合

は、Ｔ１が言葉で示す。（Ⅰ） 

 

 

・合っているか分かるように、１問

ずつ確認して賞賛する。（Ⅲ） 

 

・Ｔ１は，絵本に注目できるように

身体の向きを正したり、「見まし

ょう。」と言葉をかけたりする。

（Ⅳ） 

・Ｔ２は，生徒が選択できるよう関

心のある絵本を２冊提示する。 

（Ⅱ） 

 

・全員が注目したことを確認してか

ら挨拶をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵本 

セラピー

マット 

※「展開」の「指導上の留意点」に記載している「（Ⅰ）」「（Ⅱ）」などのローマ数字は、「（５）デ

ィスカッションシート」の「評価項目」とリンクしている。 

 

（４）成果と課題 

  ◯生徒全員が音楽に意欲的に参加する様子から、ベルハーモニーを使用した学習に取り組んだ。一つ

の音を１回ずつ鳴らす「ドレミの歌」では、繰り返し学習することで、キーボードのリズムに合わ

せて鳴らすことができるようになってきた。 

  ○その場でキーボードを弾くことで、生徒がベルハーモニーを押すまで演奏を止めて待ったり、生徒

の手の動きに合わせて演奏のテンポを替えたりすることができた。 

  ○マッチングの課題でも、生徒の実態に合わせて絵カードと同じカードを選択したり、文字チップで

示したりする活動を用意することで、一人ひとりが自信をもち集団で学習に取り組むことができ

た。 

  ◯身近な物を課題にすることで、「はさみを使いましょう。」の言葉かけに応じて「はさみ」を取っ

てきて活動するなど、他の学習場面でも活用できる語彙が増えた。 

○ベルハーモニーを使用した学習では、新しい曲に取り組むときに初期段階で視覚的な支援（例えば

「ド１」のように音階とたたく回数を記したカード）を用意して取り組んでみる。 

    ○「合わせてぴったんこ」の確認、評価の時に、イラストを見ながら全員で声に出して物の名前を発

音する活動を増やす。 
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（５）ディスカッションシート 

 領域 項目 

育てたい力 社会・経済的自立の

確立 

考える力の獲得 

⑫集団参加 ルールを守って集団活動に参加する。 

⑧課題解決 基礎概念を形成し、基礎学力、認知力を伸ばす。 

⑩目標設定 活動内容や活動の手順が分かり、見通しをもって

自分から取り組む。 

＜本時の目標＞ ○キーボードの音を聞いて「シ」のベルハーモニーを鳴らすことができる。 

（考・⑧ 社・⑫） 

○教師が示した絵カードを見て、縦２分割の絵カードを持ってくることができる。 

（考・⑧⑩） 

○教師が示した絵カードを見て、文字チップで物の名前を作ることができる。 

（考・⑧ 考・⑩） 

 評価項目 工夫されていた点・改善点・疑問点など 

育

て

た

い

力 

・

環

境

と

手

立

て

の

工

夫 

（Ⅰ）リズムに合わせたり，

カード、文字を合わせたり

する活動をとおして、ルー

ルを守って集団参加でき

るような指導・支援がされ

ていたか。 

○学習のルール（挨拶の姿勢，話を聞く態度など）が要所要所

で徹底されていた。 

○正しくベルを鳴らせたとき、続きの伴奏が始まるといった分

かりやすい手立てだったので、間違えた生徒が自分で気づい

てやり直す様子が見られた。 

○「あわせてぴったんこ」では、絵合わせや文字の学習など、

個々の生徒の課題が異なる生徒が一緒に取り組めるような工

夫された活動になっていた。 

○学習の順番や流れがある程度決まっているので生徒達は見通

しをもつことができ、落ち着いて自分の番を待ったり、課題

に取り組んだりすることができていた。 

○課題に「視覚を活用した課題」と「聴覚を活用した課題」、「操

作性の課題（体を動かす）」が用意され、生徒の興味や集中力

を維持させながら授業が進んでいた。 

（Ⅱ）生徒一人一人に合った

コミュニケーション手段

の使用がされていたか。

（教師からの発信の手段、

生徒からの発信の手段） 

 

○絵本を２冊提示することで、発語のない生徒でも指さしで選

択して読んで欲しい本を伝えることができた。 

○利き手側の本にふれていたので，位置が変わっても選ぶこと

ができるのか、確認が必要。 

○文字が課題の生徒は、本の選択の時、指さしではなく、本の

題名を読むようにしてはどうか。 

○授業は主に音声言語で進められていたが、教材や場の設定で

生徒の理解を補って分かりやすくなっていた。 

（Ⅲ）活動に対する振り返り

や評価が適切な方法で行

われていたか。 

○一つ一つの課題が終わったら教師が即時評価を行ったり、生

徒同士の答えを見比べて確認をしたりと生徒に合った振り返

りの仕方が用いられていた。 

○評価をするときに、名前を呼んでから生徒が教師に注目して

待つ「間」が良かった。 

○「言葉かけ」、「空に○を書く」、「マカトンサイン」、「ハイタ

ッチ」と生徒に合わせて分かりやすい評価の仕方が行われて

いた。 
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（Ⅳ）T１と T２の役割分担

がされていて、チームワー

クよくチームティーチン

グがなされていたか。 

○Ｔ１の死角になる背後の生徒の動きを、Ｔ２が把握していた。 

○Ｔ１が学習の全体を進行し、Ｔ２がより個別の支援の必要な

生徒の支援をするような役割分担が明確になっていた。 

○授業の中に３つの活動があり、２つ課題の主指導をＴ１が行

い、３つ目の課題の主指導をＴ２が行うといった役割の交代

があった。チームワークの良さを感じた。 

○離席する生徒がいたが、その生徒の離席する理由や範囲をＴ

１とＴ２が把握していたので、Ｔ１は離席したことを確認し

た上で全体の授業を進行し、Ｔ２が慌てず黙って席に戻して

いた。 

○Ｔ２として、もう尐し生徒の動きを予測した支援を行いたか

った。 

○生徒のできたことをＴ１が伝えたときに、Ｔ２も一緒に賞賛

して雰囲気をよくしていた。当たり前のようだが、大切にし

たい。 

ライフステージや育てたい力を考慮した授業づくりができていたか。 

○「話を聞く姿勢や態度」、「やりたい時に挙手をする」、「順番を守る」といった学習のルールを徹

底して指導されていた。「ルールを守る」、「人に合わせる」といったことは，将来も絶対に必要な

ことなので継続して取り組んでいきたい。 

○読み聞かせのときに、他の生徒にちょっかいを出しがちな生徒も落ち着いて本に集中していた。

一日の中で落ち着いて集中したり、課題に向き合ったりする時間がもてるのは良い。 

○折り合いをつけて準備や課題に取り組めるようになることが今後の課題となる生徒もいる。今回

の授業では準備について目をつぶることで、課題に取り組み、片付けまでできていた。１００％

を求めるのではなく、段階を踏んで自分から取り組むのを待つ教師の姿勢が良かった。 

○「合わせてぴったんこ」は、４人全員が個々の課題を終わらせないと次に進めないというルール

だった。集団学習として友だちを意識し、応援したり、待ったりする内容があり、よかった。課

題は、個々の課題を押さえたために小学部のように感じたが、そこを集団で行うことでより他者

を意識する課題にステップアップされていた。 

今後の指導・支援のアイディア 

○ベルハーモニーの活動のステップアップバージョンで、自分の担当の音を決めて順番が来たら音

を鳴らすようにする。より順番や曲に意識を集中しなければいけない課題に発展する。 

○集中して見ることが苦手な生徒は、自席で課題の絵を見てからカードを取りにいくようにしては

どうか。見る課題に特化するなら、カードを取りに行く移動の場面（記憶の保持）を無くしては

どうか。 

○「ひこうき」と言う音声を聞いて、「ひこうき」と「ひうこき」、「ひこふき」などの文字カードか

ら正しく選択できるか確認することで単語の形として認識しているのか、平仮名を１文字ずつ理

解しているのかが分かる。 

○ベルを順番に鳴らしていく途中で、逆に戻る生徒がいた。進む方向が分かるよう「→」で示して

おく。「→」が進む方向を示していることが理解できれば、違う場面でも活用できる。 

○文字の並びを「縦」の文字と「横」の文字で行っていたので，縦横をどちらかに統一した方が確

認しやすい。 

○絵カードに厚みをもたせた方が、生徒が扱いやすくなる。 
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３ 全体授業研究協議会  

（１）単元名  

将来の自分について考えてみよう ～ 職場体験をとおして ～ 

 

（２）単元設定の理由 

本学習グループは、男子３名で構成されている。「将来の夢は何ですか」という質問に対して、自分の

好きなことから「バスの運転手になりたい」と答えた生徒、「わからない」「あるけど…どうせ無理だし」

と答えた生徒がいる。漠然と将来を考えることはできるが、卒業後の進学や就職、生活など、将来の具

体的なイメージをもつことはまだ難しい。 

本単元は、将来の自分について考えていくために、職場体験をとおして学習を行っていく。世の中に

は色々な種類の仕事があることや、働くことの楽しさや意義を知ることで、具体的な将来の自分像をイ

メージすることができるのではないかと考える。将来の自分像が尐しでも具体的にもてることで、進学

や就職などの進路に対して前向きな気持ちをもち、さらに将来の目標ができることで、現在の生活や学

習活動に対しても意義を感じ、意欲をもって取り組んでいけるのではないかと期待し、この単元を設定

した。 

第１学年では、地域の施設や店、公共交通機関の利用方法を調べて、実際に利用することで、地域に

様々な仕事があることや、そこで働く人がいることを知ることができた。 

第２学年の本単元では、生活や授業の中で利用したことのある地域の職場に協力を得ながら、以下の

学習を行っていく。 

① レーダーチャートを使った自己分析を行い、自分の良い所や課題を知る。【自己理解】【課題発 見

力】 

②インターネットを利用して、体験する職場の住所や電話番号、学校から職場までの地図や移動手段

などを調べる。【情報収集・選択・活用能力】 

③職場や仕事への疑問点を話し合い、質問用紙にまとめる。【疑問発見力】 

④電話対応や職場体験のマナーやルールを知り、練習を行う。【コミュニケーション能力】 

⑤職場に訪問し、働く人にインタビューを行ったり、勤労体験を行ったりする。【計画実行力】 

⑥職場体験をとおして学んだことや目標に対しての評価、また、職場ではどんな力が求められるのか

をまとめる。【課題解決・検証力】 

⑦職場が求める人材のレーダーチャート（将来像）と現在の自分とを比較して、これからの生活への

課題に気付き、将来像に向けての具体的な目標を設定する。【肯定的自己評価・目標を見つける力】 

⑧まとめたことを報告会で発表する【自己表現力】  

※【 】は、各学習で育てたい力。 

  本時は、上記の学習内容①に取り組み、「体力」「パワー」「コントロール」「知識」「コミュニケーショ

ン」の５項目からなるレーダーチャート（※資料１）を中心とする『自分カード（※資料２）』の作成を

行う。項目ごとに５つの評価基準を設定し、日々の生活や学習など自分自身を振り返りながら自己評価

をしていく。『自分カード』作りをとおして、自己の課題だけでなく、得意なところや良いところにも気

付けるようにしたい。また作成した『自分カード』は、上記⑦の学習で、各職場が求める人材のレーダ

ーチャートと比較しながら、『大人カード（※資料３）』を作成する際に用いる。職場体験をとおして、

自分のやりたい仕事（職場）に求められる力を知り、やりたい仕事に就くにはどんな大人になる必要が

あるのか、中学２年生の今、何を頑張れば達成できるのかを生徒たちと一緒に具体的に考えて作成して

いけるようにしたい。将来へのよいイメージが具体的にもてることで、前向きな目標が生まれ、毎日の

生活が有意義になり、大人になることへの希望がもてることを願っている。 
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（３）本時の目標   

 ○チェックリストカードの５項目について自己評価を行うことができる。（豊・⑤、考・⑩） 

 ○自分の得意なところや苦手なところを知り、自分カードにまとめることができる。（豊・⑤、社・⑮） 

※「本時の目標」や、「展開」の「領域・項目」にある（豊・⑤ 考・⑩）などは、育てたい力を示し 

いる。「資料２ 基礎・基本のマトリックスから考える育てたい力」参照。 

 

（４）展開（２／１７時間） 

時配 学習活動 領域・項目 指導上の留意点 備考 

１０ ○始めの挨拶をする。 

（E さん） 

○前時の学習内容の振り返

りを行う。 

・自分を知ることの意義を知

る。 

基・② 

考・⑩ 

 

・「自分を知る」ことが将来に繋が

ることが理解できるように、パワ

ーポイントを用いて説明を行う。 

 

日程表 

ＴＶ 

パソコン 

５ ○本時の学習を知る。 考・⑩ ・本時の学習内容が分かりやすい 

ように、日程表を用意し確認を行

う。 

日程表 

３０ ○チェックリストカードを

記入して、レーダーチャー

トを作成する。 

 

 

 

 

・チェックリストカードの５

項目を元に自己評価を行

う。 

「体力」「パワー」「コントロ

ール」「知識」「コミュニケ

ーション」 

 

 

 

 

・レーダーチャートを作成す

る。 

豊・⑤ ・興味を引き出し、学習内容が理解

できるようにポケモンのステー

タスや進化（成長）することを例

に出して、説明する。 

・自分を知るために行うものであ

り、他人と比べるためのものでは

ないことを伝える。 

・学習の見通しがもちやすいよう

に、Ｔのチェックリストカードの

見本を提示する。 

・５項目の内容が理解できるように

説明し、一つずつ項目を確認しな

がら一緒に進めていく。 

・自己評価が難しいときは、振り返

りやすいように、教師が感じる生

徒の日頃の様子などの具体例を

伝える。 

・学習の見通しがもちやすいよう

に、Ｔのレーダーチャートの見本

を提示する。 

ＴＶ 

パソコン 

ホワイトボ

ード 

 

 

 

見本掲示物

① 

 

 

チェックリ

ストカード 

 

見本掲示物

② 

レーダーチ

ャートシー

ト 

２０ ○自分カードを作成する 

 

 

・生年月日、身長、体重、出

身地など自分の情報を理

解し、記入する。 

・チェックリストから、各項

目の得点とレーダーチャ

ートを写す。 

・レーダーチャートを読み取

り、得意なところと苦手

豊・⑤ 

豊・⑦ 

考・⑩ 

社・⑮ 

・作成方法や手順が分かるように、

Ｔの「自分カード」の見本を提示

しながら説明を行う。 

・自分の身長や体重が分からないと

きは、用意した健康の記録を調べ

ることを伝える。 

・レーダーチャートを元に、自分の

得意な項目や苦手な項目を書く

ことを伝える。 

・自信がもてるように、各自の得意

な項目について称賛する。 

ホワイトボ

ード 

見本掲示物

③ 

健康の記録 
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（弱点）なところを記入す

る。 

 

 

 

・将来の夢を記入する。 

・苦手（弱点）については、生徒が

务等感を感じないように、これか

らの学習の中でどのように改善

していけるかを一緒に考えてい

くことを確認する。 

・文章を書くことが難しいときは、

書きたい内容を聞いて文章の手

本を示す。（E さん） 

・将来の夢が思い浮かばなかったと

きは、空白でよいと伝える。今後

の学習の中で一緒に考えていこ

うと話をする。 

５ ○次時の学習を確認する。 

○終わりの挨拶をする。 

（F さん） 

基・② 

考・⑩ 

・次時の学習内容が分かりやすいよ

うに、日程表を用意し確認を行

う。 

 

※「展開」の「指導上の留意点」に記載している「（Ⅰ）」「（Ⅱ）」などのローマ数字「（７）ディス

カッションシート」の「評価項目」とリンクしている。 

 

（５）成果と課題 

 ○自分の得意なところ（長所）や苦手なところ（短所）を、日頃の自分の様子を振り返りながら自

己評価することができた。特に、肯定的に評価できたところは自信につながり、苦手やできてい

ないと評価できたところは、イコール「ダメなこと」ではなく、自分の課題として向き合い、ど

のように克朋していくか、意識するようになった。 

○今までは、授業の中でできないことを友達や人に知られたくないという気持ちが強く、他の人と

比べて苛立ったり、やりたがらなかったりしていた生徒が、学習をとおして自分を認め、苦手な

ことを伝えることができたり、「どうしたらできるようになるか」を教師に聞いてくるようになっ

た。 

  ○将来への漠然としたイメージが、学習や職場体験をとおして明確になってきた。「○○で働きたい。

（働くことができそう）」という思いから、「働くためには自分には何が必要か」、「それをどのよう

に身につけていくか」、そのために「高等部進学」があり、そのために中学部の毎日の学習を大切に

していく。今が将来につながることに気付くことができた。高等部進学の意義を知り、高等部進学

を目標にすることができた。 

○自己評価でできていると評価したことが、その後も継続できているか、まだできていないと評価し

たことを意識して生活できているか、単元終了後も折に触れて意図的に振り返る。 

  ○この単元で終わるのではなく、日々の生活や学習の中に、将来の自分について考える機会や将来を

見通しての目標を設定していく場面を設定していく。 

  ○中学部で学習してきたことを高等部に引き継ぎ、中学部と高等部で段階的で、系統的な指導をして

いく。 
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（６）講師評価・助言 

＜授業について＞ 

○授業が始まるのを、期待感いっぱいに待つ生徒の姿があった。話を聞く姿勢、態度、時間を守るな

ど、授業を受けるときの約束やルールが徹底されていた。７０分の授業に、生徒がよく集中してい

た。教師と生徒の日頃の関係が土台となり成り立っている。信頼関係の深さがうかがえた。 

○自己評価することの意義とは何か。「自己肯定感」、「自己有用感」の確認である。「苦手なことがあ

ってもいい。」という言葉かけや教師自身が中学生だったころのレーダーチャートなど、授業の中に

教師の配慮がたくさんあった。できないことばかり見ていても前には進めない。人はだれでも、で

きないことがたくさんある。できないけれど大丈夫！今の自分で勝負！勝負！他の人と比較するの

ではなく、その子のいいところを伸ばしていく。 

○チェックリストカードの「パワー」の項目に、２ℓのペットボトルを１０回上げ下げできるか、実際

に行って確認する場面があった。Ｆさんは、６回上げ下げしたところで、１０回できると確信した

のか顔つきが変わった。初めてのことは不安も大きく、やってみなければ自分でもできるかわから

ない。Ｆさんは、経験によって獲得していくものが大きいようだ。「できる」「できた」の成功体験

を積み重ねることによって、自信につなげていく。 

＜授業準備について＞ 

○「パワーポイント」、「チェックリストカード」、「レーダーチャート」、「自分カード」、「職場体験ノ

ート」と、教材準備に費やした時間はいかばかりか。「職場体験ノート」に加え、銀行や郵便局の使

い方、病院の受診の仕方などを１冊にまとめれば、卒業後も使える資料になる。 

○学習指導要領の「総合的な学習の時間」の目標をしっかりと押さえていた。 

○本単元では、「将来の夢について考える」「働くことの楽しさや意義を知る」ための学習をとおして、

「現在の生活や学習活動に対して意義を感じ、意欲をもって取り組むようになってほしい」という

授業者の願いがあった。「ライフキャリア」に重きを置いて緻密に単元計画がなされていた。 

○教育は、計画的な営みで、何気ない一言でもそこに意図がなければいけない。どのような問いかけ

で生徒に向き合うのか。生徒の何を引き出すために振り返りを行うのか。職場体験が終わった後に、

「どうだった？」と聞いただけでは生徒はしっかりと振り返ることはできない。 

○この職場体験がスタートとなる。失敗の経験にならないよう、将来の期待がもてるよう行ってほし

い。見守るのか、一緒に働くのか、職場体験における教師の役割も重要である。 

＜キャリア教育について＞ 

○キャリア教育とは、（中略）児童生徒本人が授業をはじめ、学習上・生活上経験したことについて、

「振り返り」をとおして言語化や文字化することにより、自分なりに意味づけ・価値づけ、重み付

け・方向付けていくことが重視され、支援によってその変化・発達を促すものである。（菊地一文「特

別支援学校におけるキャリア教育の推進状況と課題」より） 

○労働省編の「一般職業適性検査」で客観的評価ができる。知的障害をもつ方だとはっきりとした数

値として結果が出づらいが、結果を拡大することで個人内のばらつきを見ることができる。 

○この単元中に行われる職場体験は、「市川大野高等学園版デュアルシステム」に近い。「市川大野高

等学園版デュアルシステム」は、企業の方と共に教師が現場で「授業」をし、一人の生徒をどのよ

うに育てるか協議する。学校と企業とが連携した教育システムである。現場では、教師が生徒の補

助をする場合もあれば、一緒に同じ仕事をすることもある。 

○キャリア教育とは、スキルを身に付け、企業就労をすることだけが目的ではない。社会とつながり、

社会の中で役割を果たしながら、自分らしく、無理なく生きることを目指すものである。 

○医療的ケアの必要な重度重複障害をもつ児童もいる。その子の笑顔は、母親を幸せな気持ちにする。

その子は、「親子」という小さな社会ではあるが、その社会の中で母親を笑顔にするという役割を果

たしている。「その子にできる唯一の笑顔」で母親を幸せな気持ちにすることが、その子にとっての

自分らしい生き方と言える。 
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（７）ディスカッションシート 

 領域 項目 

育てたい力 豊かな心の獲得 

 

考える力の獲得 

 

社会・経済的自立

の確立 

⑤自己理解 自分の長所と短所、得意なことと苦手なことを知る。 

⑩目標設定 自分で目標を決め、達成のための方法や手段を選択 

／実行 する。 

⑮働く意識 いろいろな職業があることを知り、将来、自分がな

りたいものを考える。 

＜本時の目標＞ ○チェックリストカードの５項目について自己評価を行うことができる。 

（豊・⑤ 考・⑩） 

○自分の得意なところや苦手なところを知り、自分カードにまとめることができる。

（豊・⑤ 考・⑩ 社・⑮） 

 評価項目 工夫されていた点・改善点・疑問点など 

育

て

た

い

力 

・

環

境

と

手

立

て

の

工

夫 

（Ⅰ）生徒自身が自己評価を

行い、得意なところや苦手

なところを自分カードに

まとめられるような指

導・支援がされていたか。 

○チェックリストの項目が、日常生活の中から作られた項目だ

ったので自己評価をしやすくなっていた。 

○座学だけでなく、その場で実際に体を動かして行った結果で

評価できる項目があり、生徒の気分転換にもなり、集中力を

持続できた。 

○例として提示した「教師の中学生時代の自己評価」に生徒た

ちがとても興味を示していた。教師自身が自己評価に「△」

を付けて提示し、「△」をつけることがダメなことではないこ

とをきちんと説明することで、生徒が安心して自己評価でき

るような配慮がされていた。 

○苦手なところを「×」ではなく、「△」で記入するところが否

定的でなくてよかった。 

○５つの項目が色分けされ、項目の内容を示すイラストが効果

的に活用されていて視覚的にも分かりやすかった。 

○得点化、グラフ化することで自分の得意不得意の理解が分か

りやすかった。 

○チェックリストの項目に沿って１つ１つ確認しながら、みん

な一緒に進めることで、評価に迷う生徒にも対応することが

できていた。評価に迷う生徒には、教師が具体的な例を伝え

ることで自己評価を進めることができていた。 

○教師がチェックリストを作成する段階で、予測していたよう

に生徒が自己評価をしたということは、日頃の生徒理解が的

確に行われている証拠だと思う。 

（Ⅱ）生徒一人一人に合った

コミュニケーション手段

の使用がされていたか。

（教師からの発信の手段、

生徒からの発信の手段、発

言しやすい環境など） 

○パワーポイントの活用が、視覚的に分かりやすく効果的だっ

た。自己評価という難しい課題を説明するのにゲームのキャ

ラクターの進化を例として提示することで、生徒も興味をも

って楽しそうに説明を聞くことができていた。 

○冒頭の説明では、「分析」などの難しい言葉が多かった。授業

の中で、実年齢に合わせた表現を用いることで、生徒によっ

ては、ちょっと難しいことに挑戦する気持ちや意欲につなが

ると感じた。 

○今回の授業の中で主な生徒の表出の手段は、プリントの記入

による自己評価だった。プリントは、記入（表出）しやすい

ように工夫されていた。 
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○生徒３名という小集団だったので、教師と生徒がしっかりと

コミュニケーションを取りながら生徒の理解度を確認しなが

ら進められていた。 

（Ⅲ）活動に対する振り返り

や評価が適切な方法で行

われていたか。 

○生徒がつけた自己評価について、「いいんだよ」といった言葉

かけや教師のうなずくしぐさなどが即時評価となり、受容的

な姿勢が安心して取り組める雰囲気を作っていた。 

○生徒が授業後、「自己評価をもう一度やりたい」と教師に申し

出るという姿勢がすばらしい。授業の中で出来上がった自己

評価を数値化してレーダーチャートに落とす活動をすること

で、個々に自己評価に対する確認、振り返りができていたと

言える。 

ライフステージや育てたい力を考慮した授業づくりができていたか。 

○育てたい力（⑤自己理解）が明確で、生徒たちにも分かりやすい授業だった。 

○中１「身近な施設の利用」、中２「自己評価」や「職場体験をとおして将来について考える」、そ

して中３「進路について」と３カ年の学習が計画的に設定されていた。 

○自己評価の高い子は「○」が多く、自己評価の低い子は評価に迷う傾向が見られた。中学生とい

う多感な時期に、自分の将来を考える上で、自分自身を振り返る、自分の長所と短所を知る時間

をもつことはよいことだと思う。 

○高等部でも自己評価の授業を行っている。中、高での連携、引き継ぎが必要。 

○高等部の実習や職業の授業とは、違った方法で将来について考える取り組みをしていた。 

今後の指導・支援のアイディア 

○レーダーチャートを単元の軸として、職場体験の前など折に触れて振り返る機会を設ける。 

○３年生になっても同じ自己評価を行い、変化や成長を自分で確認する機会を設ける。 

○作った自分カードをお互いに見て振り返りをする。友達のいいところを知る機会になる。他者か

ら評価は、さらに自信につながる。自分の得意なところ、苦手なところを発表する機会を設ける。

自分の苦手なところを人に伝えるためには、それを支える自己肯定感の高さが必要。 

○高等部で就労を目指している生徒の中には、自己評価の高さから、何でもできると思っている生

徒がいる。失敗やできないことの指摘を謙虚な気持ちで受け止められるようになることが大切。

自己評価と他者評価の両方を考えて、折り合いを付けられるようになるとよい。 

○苦手だと自覚したところを今後どうするか、授業以外の日常生活の場面で具体的な目標を設定し

て取り組んでいく。自己評価の結果や目標、取り組みを次の担任へと引き継いでいくことが大切。 

○自己評価に満点がついた生徒への指導をどうしていくか。今回の生徒は、自己評価と教師の評価

が一致しているので、さらに高い目標を一緒に考えて取り組んでいく。 

○生徒によっては、レーダーチャートに表れた自分がすべてではないことも伝える必要がある。 

○なぜ働くのか、働くことへのあこがれをどうもつことができるか、そんなことも大切。 

○体力が課題なら、「グラウンド５周」のように体力アップの課題が書かれたカードを引いて取り組

むといった、弱点を克朋するヒントになるアイテムや取り組みが書かれたカードを引いてそれに

取り組むゲームを行う。 

○１時間の中に盛り込みすぎたところもあるように感じた。自己評価と自分カード作りを２時間で

行ってもよかった。将来の夢のところも、ゆっくり考えられたと思う。 
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Ⅳ.高等部 
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１．高等部の研究について 

（１）研究の進め方 

全校の研究テーマである「ライフステージを意識した学校でできる支援Ⅱ～一人一人の豊かな社会

参加を目指して～」に基づき、２年目としてまとめの研究となるよう取り組んだ。 

昨年度は将来的に就労を希望する生徒に対する支援について研究をした。それを受け今年度は、自

立活動を中心とした教育課程で学習している生徒に対する支援について、キャリア教育の視点を取り

入れた授業づくりの研究を行った。自立活動を中心とした日課が組まれている教育課程では、学級や

学年を越えて活動できるよう「自立活動集会」を展開しており、部内授業研究協議会、全体授業研究

協議会ともに、その授業をとおしてよりよい支援について検討した。また全体授業研究協議会後に、

高等部生徒の「生徒の卒業後の生活に必要な力」について学部職員に意識調査を行った。 

「不適応行動に対する具体的支援」については昨年の「不適切な行動に対する具体的支援」と同様

に事例をあげ、生徒について共通理解を図るともに支援の方策について検討し、日々の実践にいかせ

るよう取り組んだ。 

○部内授業研究協議会＜教育課程３・４・５ 自立活動＞ 

「自立活動集会」での指導を基に、生徒のライフキャリアやチームティーチング（以下、「Ｔ・Ｔ」

とする）の在り方、集団活動について検討した。学部全職員がビデオ視聴で授業を参観した後、５

～６人のグループで授業の振り返り、ディスカッションをした。結果、ライフキャリアと生徒の自

主性、Ｔ・Ｔの課題などについて話題に挙がり、指導の改善点が明確になった。 

○全体授業研究協議会＜教育課程３・４・５ 自立活動＞ 

部内授業研究協議会でのディスカッションから挙がった改善点を取り入れた授業を行った。特に、

人とのかかわりを大切にすること、自分のできる力を発揮することを大きな柱として取り組んだ。

また、より適切なＴ・Ｔの在り方についても目的の一つとした。 

 

（２）研究経過 

５ 月  ○学部研究日 

・今年度の取り組みについての確認 

・部内授業研究協議会、全体授業研究協議会に向けての授業担当者・学級の決定 

・不適応行動に対する具体的支援の事例生徒・担当者の決定・資料作成 

６ 月  ○部内授業研究協議会代表授業 授業展開 

・自立活動「ボールスライダーをしよう」 

７ 月  ○部内授業研究協議会 

・部内授業研究協議会 展開授業についてグループディスカッション 

        ○学部研究日 

・「不適応行動に対する具体的支援」のグループディスカッション・代表事例決定 

８ 月  ○学部研究日 

・全体授業研究協議会に向けた指導案検討・作成・教材教具の準備 

９ 月  ○全体授業研究協議会 

講師 植草学園大学 教授 田所 明房先生 

        ○学部研究日 

         ・「生徒の卒業後の生活に必要な力」について部内アンケート実施 

10 月  ○学部研究日 

・「不適応行動に対する具体的支援」の代表事例の報告・検討 

11 月  ○学部研究日 

・「不適応行動に対する具体的支援」のまとめ・事例作成 

12 月  ○学部研究日 

・研究アンケートの実施 

１ 月  ○学部研究日 

・実践報告書の作成 

２ 月  ○学部研究日 

・今年度の研究の成果や課題の検討・まとめ 

・次年度の研究の方向性について 



- 50 - 

 

（３）成果と課題 

①キャリア教育の視点（「５つの基礎基本」）を取り入れた授業づくり 

【成果】 

＜「基礎・基本のマトリックス」の活用＞ 

○「基礎・基本のマトリックス」を意識して授業計画ができ、PDCA サイクルの流れで授業を改善し

ていくことができた。 

○「基礎・基本のマトリックス」を活用することで目標やねらいたいことが明確になり教師間で共通

理解することができた。 

○「基礎・基本のマトリックス」を見ながら授業づくりをすると、生徒のキャリア発達の段階や生徒

に高めてほしい力がどのあたりかを知ることができた。 

○卒業後の生活を具体的にイメージして実態に沿った生徒の育てたい力を考えることができた。 

＜授業づくり＞ 

○卒業後の生活や進路の実現に向け、かかわる教師で時間をかけ話し合い考えたことで、生徒が意欲

的になれる授業を作り上げることができた。 

○ライフキャリアの視点で自立活動集会の在り方、目標を、教師間で話し合うことができた。 

○自立活動で全体研を行ったことで、課程にかかわらずライフキャリアの視点に立った目標設定をす

る意識づけになったと思う。 

＜授業充実のための話し合い＞ 

○授業充実のための話し合いをもつことで生徒の共通理解が深まり、立てた目標を学級全体で意識し

ながら活動に取り組むことができた。 

○授業充実のための話し合いの時間をもったことで、生徒に対してよりよい支援を考えることができ

た。 

＜系統性＞ 

○全体授業研究協議会で他学部の先生方とディスカッションしたことで支援の系統性を意識できたと

思う。 

○児童生徒の様子が分かり、学部間での支援の一貫性につながったと思う。 

○高等部では卒業後を意識した支援を、中学部では系統性を意識した支援をしていたと思う。 

○卒業後の生活を考えて、小中高のつながりの大切さを感じた。 

 

【課題】 

＜「基礎・基本のマトリックス」の活用＞ 

○「基礎・基本のマトリックス」が活用しにくく、普及していない。 

○授業を計画する中で、ねらいたいことが「基礎・基本のマトリックス」のどの項目や領域になるの

かわかりにくい。 

○授業を構成する中で、『「基礎・基本のマトリックス」→授業目標』か『授業目標→「基礎・基本の

マトリックス」』なのか混乱した。 

＜授業づくり＞ 

○担任している生徒以外の課題や目標が分からないことが多かった。 

○自立活動集会という授業内では、振り返りの時間を設定するのが難しいことがあった。 

○「取り組んで終わり」にならないように授業者が自身の授業を客観的に見る必要性がある。 

○生徒と教師のかかわりが多かったので、生徒対教師の関係から生徒対生徒のかかわりになるように

学習内容を工夫していくことが必要。 

＜授業充実の話し合い＞ 

○授業充実のための話し合いの時間を取るのが難しかった。 
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②環境や手立ての工夫・活動の設定の工夫 

【成果】 

＜人的環境＞ 

（教師間の関係） 

○大人数だったが、授業や目標の話し合いを重ね共通理解をしたことで、教師の連携が図れ、一貫した

指導と授業展開ができた。 

○生徒に対するかかわり方、距離感を教師間で共通理解したことで、生徒が主体的に活動できるための

手だてを工夫することができた。 

○授業や日常の生徒の様子について話し合いの時間を多くもてたことで、共通理解をした上で生徒の指

導に当たることができた。 

○一緒に授業をする先生と共通理解を重ね、授業を進めていくことで、生徒が意欲的に取り組む授業が

できた。 

（生徒と教師間の関係） 

○教師の特性をいかした役割分担ができた。 

○変化に弱い生徒について、不穏になると予想される場合は、日ごろからかかわりが多い教師が支援す

ることで不穏にならずに済んだ。 

（生徒と生徒の関係） 

○教師相手ではなく生徒同士のかかわりを作ったことで、自分から話したり伝えたりするなど、活動に

対する主体性が見られた。 

＜活動の設定の工夫＞ 

○学年の枠を超えて、学習グループを編成したことで、能力に応じた指導をすることができた。 

○部内授業研究協議会後の話し合いを経て、教材の改善や教師の支援について検討したことで、授業

のねらいや生徒への願いが明確になり、それが教師間で共通理解できたことでよりよい授業につな

がった。 

○生徒が意欲的・主体的に活動できるように各学部で環境の設定や手立ての工夫がされていた。 

○授業の流れや人の動線を考慮して教材や教室内の物を配置したことで、生徒が落ち着いて授業に集

中できた。 

○小学部の授業を見て、児童の意欲をかきたてる授業づくりの工夫がされていたので、改めて小学部

段階の指導の大切さを感じ、それが中学部、高等部への学びの姿勢につながると感じた。 

○高等部の生徒であっても、写真カードを活用することで道具の名前を覚えたり自分から進んで準備

をしたりする姿が見られたことより、学部にとらわれず生徒の実態に合わせた教材の提示や言葉か

けを行うことで、生徒の意欲が高められることが分かった。 

○絵カードや写真カードを反復して使用することで部分的だが尐しずつ理解がもてるようになってき

たので、生徒の発達に応じて文字なども取り入れたコミュニケーションも検討していきたい。 

○生徒がうまく活動に乗れなかった場合に、対応する教師を交代したり指導場所を変えたりすること

で活動に参加できるようになることもあった。 

 

【課題】 

＜人的環境＞ 

○人的環境の整備は、かかわる大人が多ければ多いほど共通理解を深めることは大変である。 

○一つの授業を作るためにたくさんの教師がかかわっていたため、話し合いを重ねて人的環境を整え

たが、教師の配置や役割を決めていくのも大変である。 

○生徒からの動きを「待つ」という意識が教師に不十分だった。 

＜活動の設定の工夫＞ 

○生徒の手本となるような言語環境が不十分。 

○環境や手立ての工夫はたくさんあればいいものではない。 

○教師が言葉かけに頼りすぎている印象がある。 

 

＊不適応行動に対する具体的支援についての成果と課題は「研究のまとめ」で記述する。 

 



- 52 - 

 

（４）まとめと今後の展望 

昨年度は、将来就職を希望している生徒のキャリア教育に視点を当て、授業づくりを行った。今年度

は昨年度の研究を経て、自立活動を中心とした教育課程に属する生徒について、ライフキャリアの視点

を取り入れた授業づくりの研究を進めてきた。この教育課程に属する生徒の多くは卒業後に自立訓練や

生活介護などの福祉サービスを利用して生活し、多くの人の支援を受けて過ごすことが予想される。し

かしながら、生徒の多くが人的・物的環境の変化に弱かったり、意思表出や意思疎通に課題があったり

することが多い。そのため、環境に対応する力や人とかかわる力を高めていくことがライフキャリアの

発達につながると考えた。 

授業づくりについて 

自立活動は基本的には個別での授業であるが、ライフキャリアを育てるためには、そこでの学びを集

団での授業へつなげていくことが大切だと考えた。 

部内授業研究協議会を経て、集団での授業としての在り方、特に、生徒の自主性を引き出す工夫、教

師の指導・支援体制について深めることができた。次に、部内授業研究協議会を基に、全体授業研究協

議会を行った。Ｔ・Ｔの重要性やその効果を改めて確認でき、人的環境の整理の大切さを確認できた。

また、準備や片付けも生徒同士や教師と一緒に活動ができるように生徒の実態に応じて教材教具を準備

した。これにより生徒が個々にできることを積極的に取り組むようになり、個に応じた教材教具の必要

性を再確認できた。さらに「基礎・基本のマトリックス」を指標とすることで、生徒のキャリア発達を

促すための授業を計画することができた。 

環境や手立ての工夫・活動の設定の工夫 

自立活動を中心とした課程に属する生徒は、学級での活動が多く、担任を主として決まった人とのか

かわりが多くなっている。そのため、「自立活動集会」をとおして学級以外の教師や生徒とのかかわり

がもてるよう工夫した。結果、ペアで取り組む活動では、一緒に活動したい生徒の所へ自主的に動いた

り、友だちや教師の働きかけを受け入れ活動したりするなど、今までにない人とのかかわりへの広がり

が見られた。ボールスライダーでは、楽しんでいる生徒を真剣な表情で見ていたり、ボールを投げ合っ

たりするなど、人の活動に関心を示す姿が見られた。また、授業の内容や展開方法に変化をもたせつつ

も同じ流れで授業を続けたことで、生徒が安心した気持ちで活動する姿が見られるようになったり参加

できる時間が長くなったりした。 

講師より「馴染みの人、場所、分かる授業で展開することで安心して参加することができる」とお話

しいただいた。生徒が活動へ興味と見とおしがもて意欲がわくと、活動そのものだけではなく一緒に参

加している他者に積極的にかかわりをもとうとすることが分かった。 

部内アンケートより 

全体授業研究協議会後、「生徒の卒業後の生活に必要な力」について高等部職員にアンケートを実施

した。集計の結果、どの課程の生徒にも共通したことは、健康で活動に耐えうる体力、基本的生活習慣

の確立であった。そして、１・２課程では指示理解、社会規範の理解、挨拶や言葉遣い、身だしなみ、

依頼できる力、相手を考えた言動といった組織の中で働く際に必要な力が多く挙がっていた。３・４・

５課程では、意思表示、意思伝達、情動のコントロール力といった人とかかわる際に必要な基本的な力

が挙がっていた。前者も後者も、キャリア発達段階に差はあるものの、他者と一緒に活動する際に必要

とされるであろう力と言う意味では共通している。今回の授業をとおして、個別での授業では学ぶこと

のできないたくさんの人とのかかわりがライフキャリアを育てるために有効なものだったのではない

かと考えられる。 
 
２年間の研究より、生徒の卒業後の姿をイメージし高めたい力を考え、教師間で共通理解を図ること

で授業が充実していくことが確認された。そのために、「授業充実のための話し合い」の時間をしっか

りと確保し、教師自身が授業に対する振り返りと授業の発展を計画していくことなど、綿密な授業計画

を図っていくことが大切である。また、その際に積極的に「基礎・基本のマトリックス」を活用できる

よう、引き続き内容を検討し整えていくことが必要である。 
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２．部内授業研究協議会 
（１）題材名 

 「ボールスライダーをしよう」 

 

（２）本時の目標 

 ○集団の状況に合わせて、活動に参加することができる。（豊・⑥）（考・⑩）（社・⑫） 

 ○友だちと一緒にボールスライダーに取り組むことができる。（豊・⑤）（考⑧）（考・⑨） 

※「本時の目標」や、「展開」の「領域・項目」にある（豊・⑥）（考・⑩）などは、育てたい力を示

している。『資料２「基礎・基本のマトリックス」から考える育てたい力』参照。 

 

（３）展開（３／３時間） 

時配 学習活動 領域・項目 指導上の留意点 備考 

５ ○始めの挨拶をする。 

 

基・②   豊・⑤ 

豊・⑥   考・⑨ 

社・⑫   社・⑮ 

・挨拶をする生徒に注目しやすいように、「前に

注目してください」と言葉をかけ、静かにな

るのを待つようにする。 

・始まりがわかりやすいように、Ｔ１は身振り

サインを使って示す。 

 

 ○今日の活動を知る。 豊・⑤   豊・⑥ 

豊・⑦   考・⑩ 

社・⑫ 

・今日の活動の流れのイメージがもちやすいよ

うに、Ｔ１は学習内容をホワイトボードに提

示してから説明する。（Ⅰ） 

ホワイトボ

ード 

10 あるく・はしる進行：Ｔ２    

 ○ピアノに合わせてみんな

で身体を動かす。 

健・④   豊・⑤ 

豊・⑥   豊・⑦ 

考・⑧   考・⑩ 

社・⑫ 

・歩行が不安定な生徒は、教師が手をつないで

一緒に取り組むようにする。 

 

 ・曲を聴きながら、Ｔ２の言

葉を聞いて歩いたり、走っ

たりする。 

 ・Ｔ６は生徒が歩いたり走ったりしやすいよう

に、生徒全体の様子をみながら演奏の速さを

調節する。 

・Ｔ２は生徒が楽しく活動できるように、具体

的に生徒の名前を出して賞賛する。 

 

 ○友だちと一緒にピアノに

合わせて身体を動かす。 

・友だちとペアになって歩い

たり、ゆっくり歩いたりす

る。 

健・④   豊・⑤ 

豊・⑥   豊・⑦ 

考・⑧   考・⑩ 

社・⑫   社・⑮ 

・生徒同士だけで歩いたり走ったりすることが

難しいときは、教師と一緒に取り組むように

する。 

・生徒が安定した気持ちで取り組めるように、

人間関係に配慮し、活動する場所を調整する。 

 

８ きょうのしゅやく 

進行：Ｔ３ 

   

 ○「主役の歌」を歌い、今日

の主役を知る。 

・Ｓ・Ｓ、Ｈ・Ｃ、Ｔ・Ｎは、

たすきをかける。 

豊・⑤   豊・⑥ 

豊・⑦   考・⑨ 

考・⑩   社・⑫ 

・誰が主役なのか見てわかりやすいように、主

役の生徒にたすきをかけたり、「○○さんが主

役だよ」と言葉をかけたりする。 

主役たすき 

 

 ○Ｓ・Ｓ、Ｈ・Ｃ、Ｔ・Ｎの

「この星に生まれて」の楽

器演奏を見たり、聴いたり

する。 

豊・⑤   豊・⑥ 

豊・⑦   考・⑧ 

考・⑨   考・⑩ 

社・⑫   社・⑭ 

・主役の生徒たちが楽器を演奏しやすいように、

いすを用意する。 

・主役の生徒たちに注目しやすいように、中央

の位置で演奏し、Ｔ３とＴ７は側方から支援

する。 

・生徒たちの演奏に合わせてＴ９はキーボード

を弾いたりＴ３とＴ７は歌ったりする。 

いす 

キーボード 

カスタネッ

ト 

タンバリン 

ツリーチャ

イム 

   ・次のゲームがスムーズに始められるように、

Ｔ４、Ｔ11、Ｔ12、Ｔ13 は暗幕とシート、マ

ットを予め準備する。 

マット 

シート 

暗幕 
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24 ボールスライダー 

進行：Ｔ４、Ｔ１ 

   

 ○スライダープールをみん

なで作る。 

・一緒に活動する友だちと自

分が作るプールの場所を

知る。 

 

 

 

 

・ペアになって布を使い、ボ

ールを運ぶ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ボールスライダーに取り

組む。 

・自分でマットで滑ったり、

教師がマットを動かして、

ボールスライダーをする。 

健・④   豊・⑤ 

豊・⑥   豊・⑦ 

考・⑧   考・⑨ 

考・⑩   社・⑫ 

社・⑮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健・④   豊・⑤ 

豊・⑥   豊・⑦ 

考・⑧   考・⑨ 

考・⑩   社・⑫ 

社・⑭ 

・生徒が実態に合わせて取り組めるように２つ

のプールを作るようにする。（Ⅲ） 

・どのスライダープールにボールを運ぶかが分

かりやすいように、Ｔ４とＴ１はグループご

とにスライダープールの前まで行って場所を

示す。 

・自分の活動グループが分かるように、進行以

外の教師は活動するスライダープールを伝え

て確認する。 

・運ぶボールの量が分かりやすいように、活動

グループの前にかごを提示しておく。 

・全部のボールを運ぶことが難しいときは、生

徒の様子をみながら運ぶ量を調整する。    

・一人で布をつかむことが難しいときは、補助

具を使ったり教師が手を添えたりする。（Ⅱ） 

・生徒たちだけでボールを運ぶことが難しいと

きは「○○さんと一緒に運ぶよ」などと言葉

をかける。（Ⅱ） 

・ボールをスライダープールに入れることが難

しいときは、傾斜台を使ったり教師が布を支

えたりする。 

・一人でマットに乗ることが難しいときは、教

師が手本を示したり、マットを支えたりする。

（Ⅲ） 

・生徒が安全に取り組めるように、活動する生

徒の体格に合わせて使用するマットを変更す

る。（Ⅲ） 

ボール 

かご 

布 

傾斜台 

ＣＤ 

ＣＤデッキ 

マット 

３ ○終わりの挨拶をする。 基・②   豊・⑤ 

豊・⑥   考・⑨ 

社・⑫   社・⑮ 

・挨拶をする生徒に注目しやすいように、「前に

注目してください」と言葉をかけ、静かにな

るのを待つようにする。 

・終わりが分かりやすいように、身振りサイン

を使って示す。 

ホワイトボ

ード 

※「展開」の「指導上の留意点」に記載している「（Ⅰ）」「（Ⅱ）」などのローマ数字は、「（５）ディスカッ

ションシート」の「評価項目」とリンクしている。 

 

（４）成果と課題 

 ○生徒によって参加の方法は様々であるが、参加できる時間が長くなった。 

 ○最初はその場にいるだけの参加だった生徒が、友だちの楽しんで取り組む様子をみることで、自分か

らボールスライダーに取り組むようになった。また、なかなか一緒に集会に参加することができなか

った生徒も、部分的に参加ができるようになった。 

 ○同じ活動を継続して行うことで、活動の内容の定着が図られ、ペアになる活動では、自分から友だち

の手を引く姿があった。 

 ○集団でのかかわりを広げていけるように、継続して自立活動集会の活動を行っていくことがよいと思

われる。また、自立活動集会をはじめ日常生活の様々な場面で、集団で活動する機会を多く設定して

いくことが望ましい。 
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（５）ディスカッションシート 

＜本時の目標＞○集団の状況に合わせて、活動に参加することができる。 

（豊・⑥）（考・⑩）（社・⑫） 

○友だちと一緒にボールスライダーに取り組むことができる。 

（豊・⑤）（考・⑧）（考・⑨） 

 

 評価項目 工夫されていた点、改善点、疑問点など 

環
境
や
手
だ
て
の
工
夫
・
活
動
の
設
定
の
工
夫 

(Ⅰ)生徒に応じて活動に参加

できるための工夫や手立

てがなされていたか 

○集団が苦手な生徒にも、興味関心のある活動が計画されていた

ので、参加できた。 

○高等部の活動としては幼いように予想していたが、生徒たちが

非常に楽しそうに取り組む姿が見られた。 

○待つ時間が長くなっているのは課題。 

○生徒の自主性が引き出される工夫があるとよりよい授業とな

るのではないか。 

○人とのかかわりを感じられる授業にするには、もっとふれあい

が必要。生徒同士でペアになる場面を作るとよいのではない

か。 

○準備について、教師で役割を振ったが、生徒が準備することで

一体感や期待感がもてるのではないか。 

○理解・身体機能的に自ら手を挙げられない生徒も多いので、

色々な場面で輪番制など生徒一人一人にスポットが当たるよ

うにしていけるとよい。 

○片付けまで生徒たちがかかわれるようにしていくとよい。 

(Ⅱ)ボールスライダーでは、

生徒が見とおしをもてる

ための手だてがなされて

いたか 

○ボール運びでは、「頑張ったら楽しい活動が待っている」とい

う見とおしがもてる生徒は意欲的に取り組んでいた。 

○ボール運びでは、一緒に運ぶ相手を意識して取り組むことはで

きていなかった。生徒によっては高い目標でもある。 

○ボールを運ぶかごの量を生徒が意識できるようにすれば、もっ

と見とおしがもちやすいのではないか。 

○写真カードなど、生徒が分かる手段で順番を提示できると、見

とおしがもて、主体的に動いたり期待感をもち参加できたりす

るのではないか。 

○ボールスライダーでは一人一人の終わりが分かりにくい。 

(Ⅲ)ボールスライダーでは友

だちと一緒に楽しんで活

動するための工夫や手立

てがなされていたか 

○ボールスライダーのスペースが狭かった。 

○生徒が２人でマットに乗ったり、生徒がマットを押したり引い

たりするなど生徒同士で楽しめる工夫があるとよい。 

○待っている時も、楽しめるような工夫をするとよい。 

 領域 項目 

育てたい力 豊かな心の獲得 ⑤人とのかかわり、自己理解、他者理解 

⑥気持ちの調整、折り合い 

考える力の獲得 ⑧自己選択、自己決定、課題解決 

⑨やりがい、主体性 

⑩目標設定、実行 

社会・経済的自立の確立 ⑫集団参加、ルール・マナー 
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(Ⅳ)一人一人が役割を果た

し、教師間で連携したチ

ームティーチングがなさ

れていたか 

○これから起こるのではないかというマイナスな事態を意識し

すぎて、ほとんど担当の生徒しか意識が向かなかった。明確な

役割分担はしていなかった。 

○Ｔ１がいながら、授業の展開に合わせて進行していく教師を変

えて全体の流れに変化をもたせたのはよかった。 

○必要以上に生徒への支援があった。 

(Ⅴ)生徒一人一人に応じたコ

ミュニケーション手段を

使うことができたか 

○教師がマンツーマンに近い体制だった。生徒一人一人に応じた

具体的支援が不足している。また、支援の共通理解も不足して

いた。 

○生徒によっては具体物を見せたり、触れたりすることで授業の

イメージがもてるのではないか。 

ライフステージや育てたい力（「５つの基礎基本」の視点」）を考慮した授業づくりができていたか 

○最後まで全体の動きに合わせて活動できている生徒が多かった。 

○人前に出たり、ほめられたりする経験が尐ない生徒たちにとって、人前で褒められる経験ができる

活動内容が入っていたのはよい。 

○卒業後を考えると、集団での活動を取り入れた「自立活動集会」は有意義である。 

○小学部の活動と区別するために、適切な目標設定とその共通理解が必要。 

今後の授業、指導・支援のアイディア／各学部や学年で行える授業(指導・支援の一環性や系統性) 

【アイディア】 

○「あるく・はしる」では前進するだけでなく、止まったり、バックしたり、難易度を上げていって

はどうか。 

【行いたい実践】 

○視覚的支援を増やしたい。 

○卒業後の余暇活動につながる活動を計画していきたい。（風船バレーなど） 

○生徒の活動と教師の支援について教師間でしっかり共通理解をしていきたい。 

○活動に取り組む順番やボールスライダーをしている時間を決めておくなど、活動の始まりと終わり

が分かるような工夫をしていきたい。 

○安全面に配慮しながらも生徒の動きを尊重し、生徒の主体性が引き出せる工夫をしていきたい。 

その他／「基礎・基本のマトリックス」の改善点 

○生活年齢と発達年齢の差が大きい生徒たちのキャリア発達を促す学習内容をどのように計画してい

くか、検討できるとよい。 

○「基礎・基本のマトリックス」の内容と、自立活動の６区分がどう関連付けられるか、整理できる

とよい。 
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３．全体授業研究協議会 

（１）題材名  

「ボールスライダーをしよう」 

 

（２）題材設定の理由 

本学習グループは、１年生７名、２年生４名、３年生７名の１８名で活動している。 

   卒業後の生徒は、施設に入所するか、通所して様々な人と共に生活することが予想される。卒業後

の生活を考え、集団の中で他者とよりよくかかわっていくコミュニケーション能力を培うことを目的

とし、昨年度から「自立活動集会」を設定し活動してきた。集会活動では、友だちと一緒に身体を動

かしたり、ゲームなどをしたりしながら、普段接することの尐なかった友だちや教師と一緒に活動し、

学級活動の枠を超えた人とかかわることを大事にしてきた。特に、協力して物を運んだり、一緒に制

作活動をしたりすることをとおして、他者からの働きかけを受け入れることや、相手に合わせて活動

するといったコミュニケーション力を育てることに重点をおいて取り組んでいる。 

そこで、みんなで協力して道具の準備をしたり、みんなで楽しさを共有したりできるボールスライ

ダーに取り組むことにした。ボールスライダーは小学部の頃にボールプールの経験のある生徒には親

しみやすく、感覚を使って誰でも楽しみながら参加できる活動と考える。また、自分の順番を待つな

どの簡単な約束事も学ぶことができる。 

５月からの取り組みを経て、みんなで楽しいことをするのだという意識で取り組むことができるよ

うになってきている。今まで教師が大半を行っていた準備から片付けまでを、生徒に役割分担し、そ

れぞれの生徒が持つ力を出し合って取り組むことで、友だちや教師とかかわりを深めながら、より大

きな達成感をもつことができるのではないだろうかと考え、ボールスライダーを継続して取り組むこ

とにした。 

   スライダープールを作るために、ボールやシート、マットなどを運ぶなど、分担された仕事に友だ

ちや教師と一緒に取り組む。スライダープールを完成させ、それぞれが滑ることを楽しみ、後片付け

まで行う中で、友だちや教師とのかかわりを深めていくことが、今後の生活をより楽しいものにする

力を育てることになるのではないだろうか。友だちや教師とかかわりながら活動する体験が生徒のラ

イフキャリアを高め、今後の学校生活や卒業後の生活を豊かなものにしていくことにつながるものと

考えている。 
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（３）本時の目標 

 〇集団の状況に合わせて、活動に参加することができる。（豊・⑥）（考・⑩）（社・⑫） 

 〇友だちと一緒にボールスライダーに取り組むことができる。（豊・⑤）（考・⑧）（考・⑨） 

※「本時の目標」や、「展開」の「領域・項目」にある（豊・⑥）（考⑩）などは、育てたい力を示して

いる。『資料２「基礎・基本のマトリックス」から考える育てたい力』参照。 

 

（４）展開（５／５時間） 

時配 学習活動 領域・項目 指導上の留意点 備考 

３ ○始めの挨拶をする。 

 

 

 

○今日の活動を知る。 

基・② 

 

 

 

考・⑩ 

・一緒に挨拶できるように、皆で挨拶をす

ることを伝える。 

・始まりが分かりやすいように、Ｔ１は身

振りサインを使って示す。 

・今日の活動の流れに見とおしがもちやす

いように、Ｔ１は学習内容をホワイトボ

ードに提示してから説明する。 

 

 

 

 

ホワイトボー

ド 

写真カード 

８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あるく・はしる 進行：Ｔ１ 

○曲のリズムに合わせて身

体を動かす。 

・歩く 

 

・走る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・二人組で歩く 

・二人組でゆっくり歩く 

 

健・④ 

豊・⑤ 

社・⑫       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・生徒が主体的に活動できるように実態に

応じてカードを見せたり、身振りや言葉

で説明したりする。（Ⅰ） 

・歩いたり走ったりするコースが分かりや

すいようにコース上に教師が立つ。 

・歩行が不安定な生徒は、教師がそばにつ

く。 

・次は何をするか分かるように、Ｔ１は曲

の始まる前に「歩きましょう」「走りまし

ょう」と伝える。 

・Ｔ６は生徒が歩いたり、走ったりしやす

いように、生徒全体の様子をみながら演

奏の速さを調節する。 

・生徒が安全に活動できるようにＩ・Ｔに

はＴ７がつき、周囲とぶつからないよう

に距離をとる。 

・不穏になる生徒がでたら、教師がついて

座らせたり退出させたりしてクールダウ

ンをする。 

・ペアをつくるときは友だちに意識を向け

やすくするためにペアリング用の和音を

流す。 

・生徒だけでペアをつくることが難しいと

きは教師と一緒に取り組むようにする。 

・活動に参加できたり、ペアになれたりし

たら活動意欲を高めるために賞賛する。

(Ⅲ) 

 

キーボード 
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８ きょうのしゅやく 

進行：Ｔ２、Ｎ・Ｙ 

○「主役の歌」を歌い、今日

の主役を知る。 

・Ｎ・ＹはＫ・Ｍにたすきを

かける。 

 

 

 

 

○「アルプス一万尺」の手遊

び歌をする。 

・Ｋ・Ｍは手遊び歌をする。 

・Ｋ・Ｍの手遊び歌を見る。 

 

 

 

豊・⑤ 

考・⑨ 

考・⑩ 

 

 

 

 

 

豊・⑤ 

考・⑧ 

考・⑨ 

社・⑫ 

社・⑭ 

 

 

 

 

・Ｎ・Ｙからスムーズに言葉が出るように、

Ｔ２は言葉や身振りを確かめながら一緒

に進める。 

・雰囲気を盛り上げるために、Ｔ２とＮ・

Ｙが中心となって歌を歌う。 

・Ｔ２は誰が主役なのか分かるように「今

日の主役はＫ・Ｍさんです」と紹介し、

前に出るように促す。 

・落ち着いて取り組めるように、手遊び歌

の相手役は同じクラスのＴ１５が行う。 

・みんなで参加できるように、一緒に手遊

び歌を歌ったり手拍子をしたりする。 

・友だちの活躍した様子を讃える気持や

Ｋ・Ｍも成就感がもてるように、みんな

で拍手をする。(Ⅲ) 

 

 

主役たすき 

 

２８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボールスライダー 

進行：Ｔ３、Ｔ４ 

○スライダープールをみん

なで作る。 

プールＡ：速い動き 

プールＢ：静かな動き 

・シートを運んで広げる 

・スポンジ板、マットを運ん

で所定の場所に置く 

・ボールを運び入れる 

・台形マットを運ぶ 

（準備片付け分担表） 

①スポンジ

板 

②ボール 

①マット 

②シート 

Ｋ・Ｓ 

Ｔ・Ｎ 

Ｓ・Ｙ 

Ｓ・Ｓ 

Ｈ・Ｃ 

ｔ・ｎ 

Ｔ・Ｍ 

Ｙ・Ｋ 

Ｙ・Ｙ 

Ｋ・Ｍ 

Ａ・Ｄ 

Ｉ・Ｔ 

ｋ・ｍ 

Ｓ・Ｈ 

Ｙ・Ｍ 

Ｎ・Ｙ 

Ｉ・Ｙ 

ｎ・ｙ 

※実際の分担表には、生徒の

写真カードをはる。 

 

 

 

 

豊・⑤ 

豊・⑥ 

考・⑨ 

考・⑩ 

社・⑫ 

社・⑮ 

 

 

 

 

 

 

 

・生徒が主体的に活動できるように、実態

に応じて具体物のカードを見せたり、身

振りや言葉で説明したりする。（Ⅰ） 

・生徒の実態に合わせて取り組み、生徒が

選択できるように、２つのスライダープ

ールを作る。 

・スライダープールを作る場所が分かるよ

うに床に目印になるテープをはってお

く。 

・自分の分担が分かるように、誰が何を運

ぶかはあらかじめ決めておき分担表にし

て提示する。（Ⅱ） 

・スムーズにプールを作ることができるよ

うに、スライダープールの組み立て順は

教師が示す。 

・マットやシートなどを友だちと一緒に運

ぶことができるよう、持ち方の手本を見

せたり、「一緒に運びますよ」などと言葉

をかけたりする。（Ⅱ） 

・二人でボールを運びやすいように把手を

つけたダンボールを準備しておく。（Ⅱ） 

・全員でスライダープールを作る意識がも

てるよう、自分の分担が早く終わった生

徒には「～を手伝いましょう」などと言

葉をかける。（Ⅱ） 

 

 

分担表 

写真カード 

マット 

スポンジ板 

シート  

ボール 

台形マット 

浮島 

傾斜台 

把手つきダンボール箱  

かご 
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・スライダープールが完成し

たら、ステージに集合する。 

 

○活動するプールと順番を

決める。 

・活動したいプールの周りに

移動する。 

・教師と一緒に順番表に自分

の写真カードをはる。 

順番表 

１ 写真カード 

２  

３  

４  

・  

・  

 

○ボールスライダーに取り

組む。 

 

 

 

 

 

 

 

豊・⑤ 

豊・⑥ 

豊・⑦ 

豊・⑧ 

考・⑨ 

考・⑩ 

社・⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

健・④ 

豊・⑤ 

豊・⑦ 

考・⑧ 

考・⑨ 

考・⑩ 

社・⑫ 

社・⑭ 

 

 

 

 

 

・ボールスライダーに取り組む順番に見と

おしがもてるように、順番表を用意する。 

・写真カードをはる場所が分かるよう、順

番表には、あらかじめ枠を書いておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・落ち着いた気持ちで楽しめる雰囲気をつ

くるために、ＢＧＭを流す。（Ⅱ） 

・安全に取り組めるよう、柱や壁に、クッ

ションを置いておく。 

・友だちの滑る様子がみえるようにスライ

ダープールの周りで順番を待つようにす

る。(Ⅱ) 

プールＡ 

・台形マットに安定して乗れるよう、身体

の位置や手の位置を伝えたり、手を添え

て確認したりする。 

・生徒が安全に取り組めるように、活動す

る生徒の体格に合った台形マットを使用

する。 

・ボールスライダーへの期待感が高まるよ

う、教師は「３・２・１」と秒読みする。

（Ⅱ） 

・助走して滑る場合は危険のない助走距離

をとれるよう、スタート位置を示す。 

プールＢ 

・安定して浮島に乗ることができるよう、

手を添えて身体の位置や手の位置を確認

する。 

・生徒が、スライダープールを滑る感覚や

揺れる感覚が味わえるよう、浮島を押し

たり、回転したりする。 

 

 

 

順番表 

写真カード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＤ 

ＣＤデッキ 
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１０ ○分担表を見て片付けをす

る。 

・ボールとスポンジを片付け

る。 

・マットとシートを片付け

る。 

豊・⑤ 

豊・⑥ 

考・⑨ 

考・⑩ 

社・⑫ 

社・⑮ 

 

 

・ボールの担当が運びやすいように、全員

でボールを箱に入れてから、各分担に分

かれて片付けることを伝える。 

・ボールを片付けやすいよう、生徒の実態

に合わせて、かごや箱を準備する。 

・安全に片付けができるように、持ち方の

手本を見せたり、「一緒に運びますよ」な

どと言葉をかけたりする。 

分担表 

かご 

箱 

３ ○終わりの挨拶をする。 基②社⑫ ・一緒に挨拶できるように、皆で挨拶をす

ることを伝える。 

・終わりが分かりやすいように、身振りサ

インを使って示す。 

ホワイトボード 

※「展開」の「指導上の留意点」に記載している「（Ⅰ）」「（Ⅱ）」などのローマ数字は、「（７）ディスカ

ッションシート」の「評価項目」とリンクしている。 

 

（５）成果と課題 

  ○自分たちでスライダープールを作る活動を入れたことで、みんなで楽しいこと（ボールスライダー）

をするという目標を共有でき、それを実現するために力を合わせて準備し、楽しむことができた。 

○スライダープールを作る際の用具にキャスターやひも、把手を付けるなどをすることで、どの生徒

も活動に参加することができた。 

○友だちとペアになったり、教師や友だちと協力して物を運んだりするなどをして他者とかかわりな

がら活動することができた。 

○同じ活動を繰り返し取り組んだため、活動の見とおしをもつことができ、回を重ねるごとにペアを

つくったり、スライダープールを作ったりする活動がスムーズになっていった。 

○他者とのかかわりを深化・発展させていくことのできる題材に継続的に取り組んでいくことが今後

の課題となる。 

 

（６）講師評価・助言 

＜授業の様子から＞ 

〇全体をとおして 

・全体的に生徒が落ち着いて参加できていた授業だった。 

・生徒への視覚的支援やそれぞれの役割分担、授業の中で生徒が選択できるような支援がありよか

った。 

・教師の役割分担ができており、チームワークが良い。教師同士でよく話し合っていてよい。 

・どうすれば一人一人の生徒が力を発揮できるかということをよく考えている授業だった。 

・知的障害種の学校では自立活動の時間があまりないように感じるが、本校は自立活動の時間が確

保されていて大変よい。 

・“なじみのある先生”という存在は必要。 

→「ここに来るだけで気持ちが落ち着く」というような子どもにとってなじみのある“先生”“場”

“教材”“内容”は大切である。 

・授業の中で生徒達はとても喜んでいたが、高等部という年齢を考えると題材や内容については検

討してもよいのでは。 

・生徒が待っている時間が長いように感じる。集団が大きいと待つ時間が多くなる。待つのも勉強

というが、工夫をすることが必要である。 

・生徒の実態差は大きいが、小学部と高等部の目的の違いは何か、目的や目標をしっかり考えて授

業を行うことが大切。 
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・生徒はなじみのある活動はできる。なじみがあることをずっとしていては進歩がないので、なじ

み性を大切にしつつ、新しさも取り入れていくことが大切。 

 

〇歩く・走る 

・ピアノの生演奏はとてもよいので、これからも続けていってほしい。 

 

〇今日の主役 

・主役の生徒は楽しめる内容だと思う。 

・とても穏やかな雰囲気でよい。 

・主役一人に注目するのもよいが、発表する人がたくさんいてもよいのでは。 

〇ボールスライダー 

・生徒達が準備、片付けをしている姿はとてもよい。自分からボールをすくうなど、自分からの動

きがあり、活躍していた。 

・教師が活動の進行をしていたが、生徒が先生役をやってみるのもよいのでは。 

 

〇今後の授業について 

・ボールスライダーを続けるのであれば、展開の仕方の工夫をするとよい。 

⇒２つのプールをつなげて流れるプールを作るのはどうか。 

待つ時間が尐なく、みんなで一緒に活動できる。 

ボールと枠がたくさん必要になるが、前の人と後ろの人が手をつないで連結して流れる活動が

できる。 

・サーキットトレーニング 

⇒それぞれの課題を準備し、走りながら課題をクリアしていく活動 

・風船バレー（相葉Ｔより） 

⇒卒業後のレクにつながるのでよい。風船バレー協会がある。 

風船バレーを全体で行う前に、各クラスでボールに触れる体験をして導入をしてから全体の集

会で行うのはどうか。 

・問題行動をなぜするのかを考えることが大切 

・子どもの気持ちを考えることが大切。困った子どもではない、困っているのは子どもの方である

ということを考えてほしい。 

 

＜学校生活、授業に関すること、子どもとのかかわり合い＞ 

・とある特例子会社の社長が考える採用選考基準を学校生活に置き換えると・・・ 

⇒学ぶことの意義理解、元気に学校生活に参加しているか、支援なしでの自力通学はできるか、

教師の指示を素直に聞けるかなど 

・アクティブ・ラーニング 

⇒何を教えるか、どのように学ぶか、課題の発見と課題に向けて主体的・協同的に。 

・授業中に配慮すること 

⇒目の動きや表情の変化をよく見る、授業のめあてと見とおしがもてるようにする、快刺激で授

業が終了しているかを考えて授業づくりをする。 

⇒今日を楽しみ、明日を楽しみにする授業や学校生活であってほしい。 

・重複障害の子どもとのかかわり合い 

⇒子どもの気持ちや変化を感じられる先生であってほしい。 

・かかわり手としての工夫点（なじみの先生になる） 

⇒独特な話し方や衣朋、髪形等・・・なじみの先生になるように。 
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＜キャリア教育について＞ 

・キャリア教育は企業就労のための進路指導・職業教育とよく聞くが、小学部段階から考えていく

ことが大切である。 

・将来生きていくために、どのような力をつけていけばよいかということを常に考えることが大切。

日々の生活を見直すことが大切である。 

・高等部では自立と社会参加が必要となってくる。 

・ライフキャリアの虹（Super DE,1984） 

⇒「８つの役割と必要な力」８つの役割すべてがライフキャリアにつながる。 

日々の生活が安定していなければ、職業にもつながらない。 

・キャリアプランニングマトリックス（国総研） 

⇒ワークキャリアの意味合いが強いが、ライフキャリアの観点から考えていくことが大切。 

・大切にしてほしいのは、家庭と協力してキャリア教育を行っていくこと。 

⇒規則正しい生活、役割行動、判断・選択する場面、自立する力をつぶさない、人とのつながり

を大切にする。 

・まきのみのマトリックス 

⇒１５の役割がある。大切なところをおさえてあり、とてもよい。 

・青峰学園の資料を参考にするとよい。 

⇒子どもならではの身につけたい力がまとめてある。 

・研究の進め方で大切にするところ 

⇒育てたい力を明確にした授業づくり、環境や手だての工夫・活動設定の工夫を大切にしてほし

い。 

・今までに知的障害教育や重複障害教育が大切にしてきたこと 

⇒「小さな活動機会」 

児童生徒の“やりたい”“わかった”“できた”“おもしろい”ということを大切に。 
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（７）ディスカッションシート     

 領域 項目 

育てたい力 

 

豊かな心の獲得 

 

考える力の獲得 

 

 

社会・経済的自立の確立 

⑤人とのかかわり、自己理解、他者理解 

⑥気持ちの調整 

⑧自己選択、自己決定、課題解決 

⑨やりがい、主体性 

⑩目標設定、実行  

⑫集団参加、ルール・マナー 

 ＜本時の目標＞○集団の状況に合わせて、活動に参加することができる。 

（豊・⑥）（考・⑩）（社・⑫） 

        ○友だちと一緒にボールスライダーに取り組むことができる。 

（豊・⑤）（考える・⑧）（考・⑨） 

 評価項目 工夫されていた点・改善点・疑問点など 

環

境

や

手

だ

て

の

工

夫

・

活

動

設

定

の

工

夫 

（Ⅰ）生徒に応じて活動に参加できる

ための手だてが工夫されていた

か 

 

 

 

 

 

 

○一人一人が同じ方向に向かって活動するために参加の

仕方や活動の姿勢など、教師が共通理解して臨んでいる

ようになってきていると感じた。 

○「今日の主役」の活動では生徒が得意な「アルプス一万

尺」を取り入れ、楽しみながら行うことができていた。

生徒達も主役に注目することができていた。 

○個々に応じての支援や全体に分かりやすい支援になる

よう工夫されていた。 

○「あるく・はしる」の活動では、生徒達の動きで自然に

ペアをつくれていたように感じた。 

○生徒が準備しやすい、片付けやすい手だてがされてい

た。 

〇高校生で身体も大きいので、体育館など広い場所で活動

を展開できるとよい。 

○「今日の主役」の活動では、教師と一緒に行うだけでな

く、生徒同士で行うことでかかわりも増えるのではない

か。主役に注目する活動もよいが、待ち時間が長くなる

ので工夫が必要。 

（Ⅱ）ボールスライダーでは、友だち

と協力して作ったり一緒に楽し

んで活動したりするための手だ

てが工夫されていたか 

○マットを運んで設置しやすいように床に白や青のライ

ンテープで印をつけてあるのはよかった。 

○ボール入れの段ボール箱に取っ手をつけていたので、ペ

アで運びやすいように工夫されていた。一人でもできる

ように、箱の下にキャスターをつけてあるのは、力のな

い生徒によいと思った。 

○生徒の実態に合わせて２種類のスライダープールが準

備されていて、それぞれが活動できるようになっていて

よい。 

○友だちが活動する様子をみることで、期待感をもちなが

ら参加することができていた。 

○生徒達で準備や片付けをしたことで、より充実感を味わ

うことができたのではないか。 
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 ○生徒で作ることはできていたが、動線としては、ステー

ジ前からスライダープールの場所と見やすい場所で設

定した方がよいのでは。 

○ボールを入れる活動では、チームを組んでリレーにする

方法もよいのでは。 

 

（Ⅲ）活動に対する振り返りや評価が

適切な方法で行われていたか 

○ボールスライダーを行う順序が分かるよう、ボードに写

真カードをはり、生徒に確認しながら活用していてよ

い。 

○「良いペアだったね」など、場面ごとに言葉をかけたり

拍手やハイタッチをしたりするなど、評価をしていた。 

○準備の仕方や活動の順番表など視覚的に分かりやすか

った。自分がすることの確認や自分が決めたことの振り

返りにつながると思った。 

（Ⅳ）一人一人が役割を果たし、教師

間で連携したチームティーチン

グがなされていたか 

○生徒が切り替えをしやすいように、学習内容ごとにメイ

ンティーチャーをかえていてよい。 

○人数が多い中でも、教師一人一人の役割が明確で、分担

がされていた。 

○生徒を見守りながら、できることは一人で行うように

し、友だちと一緒に活動できるように意識していたと感

じた。 

 （Ⅴ）生徒一人一人に応じたコミュニ

ケーション手段を使うことがで

きたか 

○やりたいものを選択したり、友だちと準備できるように

教師が支援したりしていてよかった。 

○ボタンを押してボールスライダーを始めるグループも

あり、生徒にとって分かりやすいと思った。終わりが分

かるように生徒がベルを鳴らして知らせるのもよかっ

た。 

○それぞれの生徒に合わせて、必要な支援を教師がしてい

て、教師間でも共通理解がされているように感じた。 

○生徒が分かりやすいよう、活動の中でピアノの演奏を変

えたり、マカトンサインや写真カードを活用したりする

など、生徒に合わせたコミュニケーションや使ってい

た。 

ライフステージや育てたい力（「５つの基礎・基本」の視点）を考慮した授業づくりができていたか 

○準備や片付けの場面で、人とのかかわりが多く見られていたと思う。 

○生徒の気持ちの折り合い、調整する力が育ってきていると感じた。 

○集団、ルールを育てることにつながる授業だった。 

○活動に興味・関心がもてるように、生徒が選択したりやりたい活動の準備をしたりしていたと思う。 

○余暇にもつながるように、一人でやるだけでなく友だちと一緒に活動したり参加したりする空間の

よさを感じることを学べるものであったと思う。 

○前庭感覚や粗大的な運動は、年齢が上がっても、好きなもので楽しめるものだということを確認で

きた。ここに焦点をあてて、小・中・高それぞれの発達や工夫が段階をもって整理されると、つな

がりのある教育の一つにもなり良い。 

○発達年齢としては、ペアのつくりかたに配慮が必要であると感じた。 
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今後の授業、指導・支援のアイディア／各学部や学年で行える授業（指導・支援の一貫性や系統性） 

○通年で行う計画なので、今回の授業の中で生徒が主体的に活動できるように工夫していた教材は使

用を継続していくとよいと感じた。 

○集団の中での教師の役割分担と生徒同士がかかわる場面づくり。 

○友だちとペアでの活動では、「止まる」「座る」など、できそうなものを取り入れるのもよい。 

○発達年齢と生活年齢のバランスのとれた内容設定を考えていくとよい。 

○さらに生徒が主体的に分かって動けるような支援ができるのではないか。 

○もう尐し集団を小さくし、生徒同士のかかわりが深められるような活動を考えられるとよい。 

その他／「基礎・基本のマトリックス」の改善点 

○目安となる表があることは、困ったときに考えるきっかけになりよい。 

○今年度は全校配布をしたため、よく目につくようになり、昨年よりも意識して授業づくりをするこ

とが多かった。 

○生徒一人一人の実態にそって尐しずつ実践しながら改善を加えていくとよい。 
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Ⅴ.自立活動専科 
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１．自立活動専科の研究について 

（１）研究の進め方 

   自立活動専科が抽出して指導している小学部、中学部、高など部の児童生徒の中から、研究の対象

として１名ずつ選出した。「認知・コミュニケーション・身体」では、小学部の児童と中学部の生徒を

事例に挙げて、指導略案による授業研究会を実施した。「心のケア」では、高など部の生徒を事例に挙

げ、講師を招聘し学部でケース研修会を実施した。自分自身の気持ちに向き合うデリケートな指導を

行うため授業は公開せず、「面接記録」をもとに指導の経過をまとめることにした。それぞれが、キャ

リア教育の一つの視点として、「５つの基礎・基本」と自立活動の内容の６区分２６項目との関連を考

えながら、研究のテーマに迫ることにした。 

 

（２）研究経過 

①「認知・コミュニケーション・身体」 

  ○ケース１の事例は、「身体の使い方」や「眼の使い方」の学習をしている中学部の生徒を選出した。

「身体の動き」では身体の部位や全体の動作のコントロールを、「眼の使い方」ではビジョントレー

ニングに取り組んだ。 

  ○ケース２の事例は、「身体の使い方」や「眼の使い方」の学習をしている小学部の児童を選出した。

「身体の動き」では、目と手の協応動作の学習のための準備運動や視線の安定を図るための姿勢作

りを中心に行い、「眼の使い方」ではアイパッチトレーニングに取り組んだ。 

  ○学習の様子や変容については、家庭や担任へ連絡用紙に記載して伝えたり、直接担任と情報交換し

たりして、共通理解を図ったり学習内容に反映させたりするようにした。 

  ○３学期に指導略案による授業を展開した。また、他校にも呼びかけて公開授業を行った。授業を参

観したりＶＴＲを視聴したりして、自立活動の目標に沿った内容や具体的な指導方法について、他

校の参観者を交えて協議会で意見や情報を交換した。 

②「心のケア」 

○ケース３の事例は、高など部の生徒を選出した。気持ちの言語化や自己理解・他者理解の向上を目

指した。活動においては、対話を基本とした面接を行った。本人の好きな音楽やアニメの話題を取

り入れながら対話を進め、自分について振り返る時間を尐しずつ設けた。 

○面接での様子や生徒の変容については、毎時間、内容を整理し記録をまとめた。また、授業後や放

課後などの時間を使い、適宜、担任との情報交換を行った。 

○２学期に臨床心理士を招聘し、学部全体で事例生徒のケース研修会を実施した。専門家からのアド

バイスを受け、支援の方向性を学部全体で検討した。 

  

（３）成果と課題 

①キャリア教育の視点（「５つの基礎・基本」）を取り入れた授業づくり 

  【成果】 

   ○児童生徒の自立活動の目標であるとともに、授業内容が児童生徒の「ライフキャリア」に必須で

あると考える。「５つの基礎・基本」「基礎・基本のマトリックス」の内容と自立活動の６区分２

６項目の内容の関連を考えながら授業作りに取り組んだ。 

○「心のケア」では、児童生徒の心理的安定と自己理解・自己肯定感の向上を目指して、面接を行

ってきた。面接をとおして児童生徒の実態把握を行いながら、将来に向けて必要な力は何かを「５

つの基礎・基本」「基礎・基本のマトリックス」を参考にしながら、育てたい力や目標を確認する

ことができた。 

    

【課題】 

   ○「基礎・基本のマトリックス」については、事例研究ではなく、授業研究だったことから、縦軸

の項目が学部に焦点があてられていた。個を対象として授業を考える場合、縦軸の項目が発達段

階の方がマトリックスを活用しやすい。 
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  ○「基礎・基本のマトリックス」については、学級担任で話し合った内容を「心のケア」の担当者

も共通理解した上で、支援を行っていくことが大切である。学級担任を含め、複数の教員の意見

を聞き、「心のケア」の担当者として、どのような支援を行っていくべきか、こまめに確認しな

がら取り組んでいく必要がある。 

 

②環境や手だての工夫 

【成果】 

  ○その日、その時の児童生徒の心身の状態を把握するように努めた。体調や家庭のこと、登校して

からの様子などによって、児童生徒の心身の状態は異なる。１～２週間に１回のかかわりなので、

授業計画やねらいはもちつつも、児童生徒のその都度の実態把握を丁寧に行うことに配慮するこ

とで、個々に合わせた授業展開ができた。 

  ○パーティションで場を区切ることで、学習の切り替えができるようにした。 

  ○教師が率先してアイパッチをつけ、興味・関心のある教材を用意し教材を選択する場面を設ける

ことで、抵抗感の強いアイパッチトレーニングに楽しく取り組むことができた。 

   ○「心のケア」においては、児童生徒が自分の気持ちを自由に表現できるような環境作りを行った。

活動では、児童生徒が中心となり、自己選択・自己決定することを大切にした。対話が中心であ

ったが、児童生徒によっては、音楽や遊び、運動など本人の好きな活動をとおして、言葉や行動

で自分の思いを表出していく様子が見られた。 

○面接中に描いたイラストなどの作品は、本人の了解を得た上で相談室のドアに掲示した。また歌

や楽器演奏などは、友だちや教師の前で発表する機会を設けた。それらの活動が自分を表現する

力を育み、周りの人から認められることによって、自己肯定感の向上につながった。 

 

  【課題】 

   ○児童生徒の実態把握をするために、保護者や学級担任との情報交換が必要である。水分補給、体

温、排せつ、体調など、学級担任からの情報は重要である。忙しい中でも、情報交換を丁寧に行

えるとよい。 

  ○視力の課題に取り組むためには、医療を含めた家庭や学級との連携や情報の共有が大切であると

改めて感じた。また、継続することが視力の向上に欠かせないため、眼鏡の使用やアイパッチト

レーニングを含めて、日常生活に般化する方法や支援を工夫する必要性を感じた。 

   ○「心のケア」においては、児童生徒の言動に対する担当者の反応や言葉が、大きな影響を与える

場合がある。だからこそ、児童生徒の日常生活の様子や細かな言動の変化に気付き支援していく

ことが重要である。担任との日々の情報交換を密にし、児童生徒の思いを受け止め、言葉で返し

ていくことが必要である。 

 

（４）まとめと今後の課題 

自立活動専科では、「認知・コミュニケーション・身体」と「心のケア」で、それぞれの専門性を

いかして授業を実践している。抽出指導で取り上げる内容は、児童生徒の課題や学級担任や保護者の

願いに合わせて、それぞれのライフステージを考慮しながら工夫して行っている。個別に抽出して行

う指導形態は、人とのかかわりや自己理解、環境を把握するなどの基礎的な力を学ぶ場として有効と

思われる。個別のかかわりの中で身に付けた力を、学級やグループなどの集団場面や家庭での生活場

面に般化していくことが大切であると改めて感じた。今後も、児童生徒の課題を学級や家庭と共に考

え、情報を伝え合って連携しながら、児童生徒の気持ちに寄り添った指導を大切にしていきたい。  
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２．実践事例 

ケース①  中学部 ２年  Ａさん  （教育課程２）    認知・コミュニケーション・身体 

 

（１）題材名  「身体や眼を使おう！」 

 

（２）題材設定の理由 

  本生徒は、自立活動の抽出の授業は１年目である。人とかかわることが好きで、簡単な言葉で会話を

することができ、集団や個別の授業にも落ち着いて取り組むことができる。普段の生活や学習の様子で

は、歩行中に転ぶ、入室時に扉にぶつかる、落とした物をみつけるのに時間がかかるなどの困難さがあ

る。保護者と担任からは、身体の使い方の不器用さ、物を視る力の弱さの改善について希望があり、自

立活動の抽出の授業では、年間をとおして身体の使い方の学習と眼の使い方の学習に取り組んだ。 

身体の使い方では、仰臥位になると本人は真っ直ぐに寝ているつもりが身体をくの字に曲げていたり、

座位姿勢で背中を伸ばすと同時に肩にも力が入ったりする様子などが見られた。一昨年、右足首を骨折

したことで、歩行時に右足をかばおうと、無意識に臀部を後方に引き、腰を反る様子が見られる。また、

物を見る際に首を傾けて見ていることから、身体のバランスが崩れやすい。以上の実態から、自分の身

体の部位や部分に意識を向けて動かす学習やいす座位や立位で足底全体で踏みしめる学習などに取り組

んだ。また、緊張が強く、動かしづらい場合はマッサージをしてから取り組んだ。足や腰、肩甲骨まわ

りなどに教師が触れて自発的な動きを誘導することで自分の身体の動く感じや動かしづらい感じに気づ

いたり、緊張の入りやすい部位はより力を入れることで緩む感じを実感したりすることができてきた。

身体が緩む感じを気持ちが良いと感じたり、自分で身体の動きを意識したりすることが動作の改善につ

ながると考えた。 

眼の使い方では、首を動かさずに眼だけで物を見ることが難しいため机上に置かれたプリントの手前

側を見落としたり、動いている物を継続して注視することが難しいため文章を読む際に行を飛ばしてし

まったりする。物を見る際、眼球を片側に寄せ、それに合わせて首を傾けて見る見方をしている。以上

の実態から、眼球運動機能、両眼のチームワークをねらった学習に取り組んだ。教師が片手または両手

を本生徒の視野内の上下左右、斜め、遠近に示し、手と手を合わせたり、ゆっくり動く指人形を追視し

たりすることで、正しい眼の使い方の学習に取り組んだ。意識して対象物に両眼で焦点をあてるため、

眼が疲れる様子が見られるが、いつもと違う使い方を本人が意識できるようになってきているものと捉

えた。本人に疲れなど聞きながら、学習内容や時間を調節して取り組むようにした。 

 学級では、自分で意識して朝の運動で上体を起こして走ったり、体操などで動かす部位を意識して身

体を動かせるようになってきたりする姿が見られるようになってきた。眼の使い方の学習として、文章

を読む際に行ごとに色をつけることで、注視を継続しながら文字や行を飛ばさずに読む練習などを行っ

た。 

 身体の動きは本生徒の気持ちとも密接にかかわっていると考える。そのため、授業の始めにその日の

体調や気持ちを聞き、話している時の表情やしぐさから調子の良し悪しを判断し授業に入るようにした。

その時の本生徒の実態に合わせて触れ方、誘導のスピードなどを変えてかかわることで、心も身体もリ

ラックスした状態で学習に臨んでほしいと考えた。また、身体や眼を楽に動かすことができる体験を重

ねることで、自立活動（抽出）の時間後、学級や家庭でも身体や眼を使って、できることが増えること

を期待する。 

 

（３） 本時の目標 

 ○教師の言葉かけや誘導に合わせて、足や腰、肩周りなどを動かすことができる。（考・⑧） 

 ○指人形に注目し、追視しようとすることができる。（豊・⑦） 

 

※「本時の目標」や、「展開」の「領域・項目」にある（考・⑩）（豊・⑤）などは、育てたい力を示して

いる。「資料 基礎・基本のマトリックスから考える力」参照。 
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（４） 展開（８時間目／１２時間） 

時配 学 習 内 容 領域・項目 指 導 上 の 留 意 点 備 考 

２ ○挨拶をする。 基・② 

 

考・⑩ 

・相手を見ることを意識できるように、視線の高

さを合わせる。 

・いつもと違う環境の中でやることに対する心構

えができるように、参観者がいることを伝える。 

箱いす 

マット 

す べ り ど

め 

３０ （身体の使い方） 

○足首の緩めたり、動かし

たりする。 

 

 

 

健・④ 

 

豊・⑤ 

 

 

・足指の間が広がる感覚が分かるようにゆっくり

手を離す。 

・動かし方が分かるように、触れて誘導したり、

本人が考えている時は待ったりする。 

 

クッショ

ン 

○股関節、お尻の力を入れ

たり、緩めたりする。 

健・④ 

 

・緊張を緩めるために緊張の入りやすい部位にさ

らに力を入れてから力を抜くように誘導する。 

 

○上体をひねって、背中や

胸を緩める。 

 

 

豊・⑤ 

 

考・⑧ 

・肩等他の部位の緊張があり、動かしづらさがあ

る場合は、その部位を緩める。 

・自分で緊張に気づき、緩めることができるよう

に、触れて方向性を示しながら動きを待つ。 

 

○腰を動かす、お尻で踏み

しめる。（あぐら座位） 

 

○足底全体で踏みしめた

り、腰を起こして上体を

保持したりする。（立位） 

考・⑧ 

 

 

健・④ 

考・⑧ 

・腰が起きる感覚が分かるように上体を前傾し、

お尻の左右で踏みしめてから、腰を起こしたま

ま上体を腰の上に戻すように誘導する。 

・足先で身体を支えることができるように、尐し

前傾になり姿勢を保持するように誘導する。 

 

１０ （眼の使い方） 

○教師の手を眼で追って

自分の手を合わせる。 

・上下、左右、斜め、前後 

 

 

 

 

○指人形を追視する。 

・上下、左右、前後 

 

 

 

 

○１～２０までの数字を

タッチする。 

・１から順番に数字を指で

差す。 

 

豊・⑤ 

 

考・⑧ 

 

 

 

 

豊・⑦ 

 

 

 

 

 

考・⑧ 

 

・対象物が見やすいように朋や背景は暗い色にす

る。 

・手を見ることに意識を向けられるように、はじ

めは本人の見やすい位置に提示する。 

・見づらさを感じ、意識して目を使えるように、

教師の左右の手の提示範囲を広くしたり、位置

に変化をつけたりする。 

・指人形を意識できるように、はじめは見やすい

位置に提示する。 

・追視がしやすいように指人形をゆっくり動かす。 

・追視することに集中できるように速さや方向に

変化をつける。 

・疲れが見える場合は、数字の個数を減らす。 

・自分の力で数字を見つけられるように、言葉を

かけずに見守る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

指人形 

 

 

 

 

 

カード 

３ ○挨拶をする。 

・学習を振り返り、言葉や

指さしなどで表す。 

 

・終わりの挨拶をする。 

考・⑪ 

 

 

 

基・② 

・本時の学習を振り返りやすいように、がんばっ

たことを二者択一にしたり、どこが伸びたかな

どを自分の身体に触れて伝えるように言葉をか

けたりする。 

・相手を見ることを意識できるように、視線の高

さを合わせる。 
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（５）成果と課題 

【成果】 

○キャリア教育の視点（「５つの基礎・基本」）を取り入れた授業作り 

実態把握・目標設定について 

・年度始めに、個別の指導計画、児童生徒調査表（自立活動抽出の希望調査表）、学級担任からの情

報を参考に、生活上、学習上の困難さが何であるかを見立て、実態把握を行い目標を立てた。 

自立活動とキャリア教育の関連について 

・本生徒の目標が自立活動の内容の６区分２６項目のどの項目に当てはまるかを考察した。身体の

使い方は「身体の動き（３）日常生活に必要な基本動作に関すること」、眼の使い方は「環境の把

握（５）認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること」と捉えた。次に、自立活動の内

容が「基礎・基本のマトリックス」のどの項目に当てはまるかを考察し、「身体の動き（３）」は

「健康な身体の確立④体力の向上」、「環境の把握（５）」は「豊かな心の獲得⑦」と捉えた。 

○環境や手だての工夫 

 物的環境について 

・ビジョントレーニングの際、背景や教師の朋、机上などに暗い色を用いたことで、対象物を意識

しやすくなり、注視することができた。 

・ビジョントレーニングの教材は、追従性眼球運動、跳躍性眼球運動、両目のチームワークのそれ

ぞれをねらい、線めいろや数字タッチ。指人形の追視などの課題に取り組むことで、様々な眼の

使い方に取り組むことができた。 

・学習の切り替えができるように、学習場面をパーティションで区切った。見通しをもって取り組

むためにも有効であった。 

人的環境について 

・自立活動（抽出）は４５分間、教師と児童生徒１対１の空間である。身体の緊張を緩める学習で

は、心が緊張していると身体の緩まる感じを実感しにくいので、安心できる場と教師との信頼関

係が大切であると考えた。本生徒が受け入れやすい身体への触れ方や言葉のかけ方を心がけたこ

とで、安心して学習に取り組むことができた。 

・身体の使い方の学習については、教師が身体に直接触れて伝えることが多いため、手の平全体や

指の腹で触れるなど学習の目的に合わせて触れ方を変えた。身体や動きをイメージすることがで

きるように誘導し、繰り返し練習したことで、教師が触れなくても自分で動きをコントロールす

ることができるようになってきた。 

 

【課題】 

・「基礎・基本のマトリックス」と自立活動の「環境の把握」の内容を関連させるのが難しかった。環

境の設定と手だての工夫（コンピテンシーの考え方）をするために、児童生徒が「どのように情報

を取り入れているか」という観点でマトリックスを活用するための課題が残った。 

・活動環境の整理・調整については、活動時間と活動量の加減が難しかった。本生徒のやる気と身体

的な疲労感など、総合的かつ客観的に捉えながら授業を進める必要があった。 

・眼の使い方、身体の使い方をねらった認知学習の必要性を感じた。３以上の数概念、前後左右やマ

トリックスなどに関する学習を学級と連携を図りながら進められると良かった。 

 

【まとめ】 

視覚情報を脳に入力する機能の向上をねらった眼の使い方の学習、ボディイメージと身体の自己コ

ントロールをねらった身体の学習に取り組んできたことで、姿勢の改善が見られてきた。生徒にとっ

ては、今の眼の使い方、身体の使い方が「普通」であるため、学習をとおして、より楽に使えること

を知ることが大切であると感じた。そのためには、自立活動の時間に限らず、学級担任、保護者と共

通理解を図り、それぞれのできることを話し合い、役割を担っていくことが必要である。情報を共有

し、連携していくことで、Ａさんの生活、学習を円滑にする助けになるように感じた。 
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ケース②   小学部 １年  Ｂさん   （教育課程２）    認知・コミュニケーション・身体 

 

（１）題材名 「アイパッチに慣れよう、左眼で見よう」 

 

（２）題材設定の理由 

  本児童は、今年度４月に入学し、自立活動の抽出での指導も 1 年目である。就学前の施設での集団や

個別の学習経験があり、学級での集団や個別の学習にも意欲的に取り組んでいる。日常の生活や学習の

様子では、ダウン症児に見られる筋力の弱さから座位姿勢の保持が難しい、右眼に遠視・乱視があるた

め視点の中心部から外側にあるものに気付きにくいなどの困難さがある。一日を通して眼鏡を使用する

よう主治医から指示が出ているものの、本児の抵抗感が強いため、登下校時と国語・算数の時間、自立

活動の抽出指導時に使用している。１０月の受診時に、左眼の動きが悪く視力の向上が見られないため、

アイパッチを使用するようにとの指示がでた。家庭では本児の拒否が強く使用が困難なため、学校でも

取り組んでほしいと希望があった。担任と相談し、学級では給食時に、自立活動では抽出指導時に使用

し、家庭と協力して取り組んだ。 

８歳以降は視力の向上が見られにくくなるため、アイパッチトレーニングは早期に開始する必要があ

る。眼鏡やトレーニングをしないと視力の弱い方の眼を使わなくなるため、さらに視力が低下して斜視

に移行する可能性が高くなると言われている。また、両眼で見ることで物を立体的にとらえて距離感を

つかむため、視力の左右差や斜視によりピントが合いにくくなると、移動時に段差を見分けにくくなる

ことが予想された。集中できる環境で、好きな学習時に取り組むことによって、アイパッチをつけるこ

とに慣れたり、左眼を使ってものを見たりする学習に取り組むことができるようになるのではないかと

考えた。 

自立活動の抽出指導では、学習の前半には、見る力にもかかわる姿勢の安定をねらい、学齢に合わせ

遊びながら姿勢保持に必要な体幹の筋力を鍛える学習に取り組んできた。後半は、これまで好んで学習

してきた目と手の協応動作を伴う学習に取り組みながら、左眼を使うことを意識した学習に取り組んで

きた。アイパッチをつけることを想定し、まずは、「右眼を隠すこと」や「左眼で見ること」に慣れるこ

とをねらい、レンゲで右眼を隠し左眼で絵カードを見て、名称を身振りや発声で答える学習に取り組ん

だ。慣れてきたところで、アイパッチを提示したが、装着の不快さやもどかしさのストレスから拒否が

強く、当初は眼鏡の縁に貼って、見えにくさの負担感やストレスが尐ないと思われる課題を用意して取

り組んだ。また、本児は教師のまねを好むため、教師もアイパッチを付けて交替しながら取り組むこと

で、自分から眼鏡を外してアイパッチをつけたり、続けて課題に取り組んだりすることが安定してでき

るようになってきた。学級では、給食時に「アイパッチをつけて、一口食べる」などのやりとりをしな

がら取り組んだ。家庭でもゲームや線を描く練習をするときにアイパッチをつけられることが増えてき

ているとのことであったが、学級同様に、拒否が強い日があるようであった。 

本題材では、本児が意欲的に取り組めるように、見る負担感の尐ない慣れた教材や好みそうな教材を

用意し選択場面を設け、教材に取り組みながらアイパッチをつけ、左眼を使う学習に取り組んだ。本時

は、入学して初めての冬休み明けの授業であることや参観者がいるため、気持ちや集中力にも影響する

ことが予想された。休み中にどのように眼鏡やアイパッチに取り組んだか、登校後の様子はどうかなど、

家庭や学級から情報を得るとともに、授業の中では本児の気持ちに寄り添い、課題ができた喜びや一緒

に取り組む楽しさを感じられるような雰囲気作りを心がけた。また、眼鏡やアイパッチをして学習に取

り組めたことを家庭や学級と共有して称賛することで、日常生活の中でも、取り組める時間や場面が増

えることにつながるように願っている。 

 

（３） 本時の目標 

 ○教師の言葉かけや誘導に合わせて、アイパッチをつけることができる。（豊・⑥） 

 ○左眼で見て、教材を選択したり教材に注目して取り組んだりすることができる。（考・⑧）（考・⑨） 

※「本時の目標」や、「展開」の「領域・項目」にある（考・⑩）（豊・⑤）などは、育てたい力を示して

いる。「資料 基礎・基本のマトリックスから考える育てたい力」参照。 
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（４） 展開 （ ８時間目 ／ １５時間 ） 

時配 学 習 活 動 領域・項目 指 導 上 の 留 意 点 備 考 

 ３ 

 

 

２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５ 

 

○始めの挨拶をする。 

○姿勢の修正をする。 

 

（身体の動き） 

○手と足を緩めたり動かした

りする。 

・手の平、手指、手首 

・握りとつまみの動き 

・足指、付け根、足首 

○腰上げをする。 

○シーソーをする。 

・手つなぎ、棒握り 

○バランスボールをする。 

・バランスをとりながらジャ

ンプする。 

 

（環境の把握） 

○ボールつまみをする。 

・トングでボールをつまんで

容器に入れる。 

○図と地の見分けをする。 

・直線や曲線の中から、乗り

物や魚を見分けて置く。 

 

○絵カードを見て名称を答え

る。 

・レンゲで右眼を隠し、左眼

でカードを見て答える。 

 

 

 

○アイパッチをする。 

・９種の形の型はめ 

・４色プレートの色分け 

・文字のマッチング 

・絵カードのマッチング 

          など 

 

・的に息を吹きかけて倒す。     

 

 

○終わりの挨拶をする。 

・本時の学習を振り返る。 

・終わりの挨拶をする。 

基・② 

考・⑩ 

 

 

健・④ 

豊・⑤ 

豊・⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊・⑤ 

豊・⑥ 

豊・⑦ 

考・⑧ 

考・⑨ 

社・⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考・⑪ 

基・② 

・視線を合わせて、発声を引き出すよう

にマカトンサインを添える。 

 

 

・触れている部位や動かす感覚がわかる

ように、視線を確認しながら触れる。 

 

 

 

・終わりがわかるように１０まで数唱す

る。 

・あごを引いて起き上れるように、「先

生の顔を見て」と言葉をかけたり、胸

元に触れて注意を引いたりする。 

・足の裏で踏みしめられるように、ボー

ルの傾きを変える。 

 

・安定してつまめるように、持ち方を確

認する。左右に視線を移す動きを引き

出すように、容器を左側に置く。 

・魚の向きに気付かない時は、「あれ？」

と声をかけて注意をひく。左右に視線

を移す動きを引き出すように、ピース

は机の左側に置く。 

・本児が右眼を隠すことがわかるよう

に、教師は反対側の左眼を隠す。カー

ドに集中して右眼が隠しにくいとき

は、レンゲで隠す支援をする。 

・本児が身振りや発声で答えやすいカー

ドを用意する。 

 

・本児がまねできるように、教師が先に

アイパッチをつける。 

・本児が好みそうな課題を複数用意し、

選択できる場面を設ける。 

・左眼の動きを引き出すように、見比べ

る教材を提示したり、机の左側に置い

たりする。 

・的を見比べたり選んだりすることがで

きるように、台の端の左右に分けて並

べる。 

・本時の学習の振り返りができるよう

に、主要な教材を選んで並べる。 

・視線を合わせて、発声を引き出すよう

に、マカトンサインを添える。 

箱いす 

足型 

すべり止め 

 

マット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トング 

ボール 

トレイ 

容器 

シート 

乗り物や魚

のピース 

レンゲ 

絵と文字の

カード 

 

 

 

 

アイパッチ 

型はめ 

プレート 

容器 

絵カード 

 

 

的 

 

 

教材 
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（５）成果と課題 

 【成果】 

○キャリア教育の視点（「５つの基礎・基本」）を取り入れた授業づくり 

・家庭からのアイパッチトレーニングの要望を受け、学級担任と相談しながら、それぞれに取り組

めそうな時間帯や活動場面を設定した。自立活動の授業では、これまで構築してきた関係性や学

習内容を基盤にしながら、家庭や学級でのアイパッチトレーニングの般化を目指して取り組んだ。

授業を計画するにあたり、「５つの基礎・基本」の内容を確認し、自立活動の６区分２６項目の

内容との関連を考えながら授業作りを行った。 

  ○環境や手だての工夫 

アイパッチの抵抗感を減らし、Ｂさんが意欲的に取り組むために 

・１２月中旬に、主治医より「眼鏡は一日をとおして使用し、アイパッチは最低でも一時間はつけ

るように」との指示が出たが、眼鏡を紛失したり家庭や学級で本児の拒否が強くなったりしてア

イパッチにほとんど取り組めなくなった時期があった。アイパッチの抵抗感を減らすために、本

児の気持ちに寄り添いながら段階的に取り組む必要があると考えた。 

教師が率先して、一緒に取り組むことで 

・アイパッチをつけることを想定し、「右眼を隠して左眼で見ること」に慣れるために、用具を工夫

し教師とのやりとりで興味を引くようにした。教師のまねをして、レンゲで右眼を隠し、左眼で

絵カードを見て名称を答える学習に取り組むことができた。 

・本児は教師のまねを好むため、先に教師が眼鏡を外してアイパッチをつけるようにした。その様

子を見て、自分から眼鏡を外してアイパッチをつけ、課題に取り組むことができるようになった。 

 学習の流れに見通しがもてることで 

・見通しがもてるように、学習の流れを整理した。好きな課題で気持ちの集中を高めた後に、レン

ゲ→アイパッチ→好きな課題（呼気で的を倒す課題）の順で授業を終了するようにしたことで、

スムーズにアイパッチをつけて課題に取り組むことができた。 

 意欲的に取り組める教材の選定と選択場面の設定 

・アイパッチトレーニングの目的に沿いながら、Ｂさんが意欲的に取り組める教材を選定し、自分

で選択できる場面を設けた。見る負担感やストレスが尐ないと思われる課題（型はめやプットイ

ン課題など）を用意し、課題ができた喜びや一緒に取り組む楽しさを感じられるようなかかわり

を心がけたことで、安定してアイパッチに取り組めるようになった。集中して見分ける課題（絵

や文字のマッチングや色分けなど）にも取り組むことができるようになった。 

 家庭や学級と共通理解を図りながら 

・自立活動での取り組みの様子や家庭や学級の様子について情報を交換し、同じ目標を目指して家

庭や学級と共通理解を図りながら取り組むことができた。 

 

【課題】 

・自立活動の抽出授業では、一定時間、安定してアイパッチトレーニングに取り組むことができるよ

うになったが、家庭や学級に般化するまでには至らなかった。左眼の視力の発達を促すためには、

より長い時間取り組む必要がある。自立活動の中で取り組む時間を伸ばしていくとともに、日常生

活に般化していく方法を考える必要性を感じた。 

 

【まとめ】 

小学部低学年という学齢を考え、Ｂさんの気持ちに寄り添いながら、段階的に楽しくアイパッチト

レーニングに取り組むことで、一定の成果を挙げることができた。左眼の視力の発達を促すためには、

さらに家庭や学級と連携して、継続して取り組むことが大切である。Ｂさんが楽しみながらトレーニ

ングに取り組み、視力が順調に発達することを願っている。 
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ケース③    高等部  Ｃさん  （教育課程２）               心のケア 

（１）事例生徒について         

①主訴 

・自分のことを話したい気持ちが強く、相手を不快にするような言動をしてしまうことがある。人と

話すことは、自分だけでなく相手もいることを理解してほしい。 

  

②家庭の状況 

両親と弟の４人家族である。本生徒が小６の頃、母親は統合失調症で入院したことがある。小２よ

り情緒障害児学級へ在籍するようになり、小３から不登校が始まる。自宅ではインターネットを見て

過ごしていたようである。家庭内で刃物を使った問題行動があり、小６より児童精神科に入院し、院

内学級で学習していた。退院後、中 1 の時に施設に入所、本校へは高等部より在籍している。現在は

月に一度、通院の際に帰省している。昨年度中も母親は入院しており、本人が面会に行ったが母親と

言い争いになってしまったことがある。 

 

③生徒の様子 

 ・上半身をのけぞるような動きと、衝動的な言葉（汚言）のチックがあり、医師より「チック様症状」

と診断されている。 

 ・グロテスクな物に対する興味・関心が高く、帰省時にはインターネットやＤＶＤ・ゲーム等過激な

映像が含まれるものを鑑賞していることが多い。 

・人にかかわりたい気持ちが強く、教師や話しやすい友だちに自ら話しかける。しかし内容は、自分

の興味のあることを一方的に話してくることが多い。 

 ・家庭や自分自身について話すときは、実際にはない想像上の話を事実のように語ることが多い。 

 

④支援方針・方法 

【心のケア担当との信頼関係の構築】 

  今年度より心のケア担当（以下、心のケア担当を「担当」と表記）が新しくなった。まずは、Ｃさ

んとの信頼関係を形成し、自由に話し合える環境づくりを目指す。活動は、Ｃさんの好きな内容（対

話・歌・ボイスパーカッション等）を取り入れ、楽しい雰囲気の中で関係づくりを行っていく。 

【気持ちの表出と自己理解】 

  担当との安定した関係を軸にしながら、尐しずつ自分について考える時間を設け、自分の気持ちを

言葉にして表現できる機会を設定していく。担当は、Ｃさんの語りを受容し、受け止められている

ことを実感できるようにする。自分について振り返る際は本人が分かりやすいシートや教材を活用

し、客観的に自分を知っていくことができるようにする。 

 【担任との連携】 

  毎回の記録を通じて、Ｃさんの言動や変化について担任と共通理解を図っていく。また適宜、放課

後等の時間を活用して学級担任との情報交換の場を設け、学級や施設での様子を確認し、「心のケ

ア」での支援につなげるようにしていく。２学期には臨床心理士を招聘し、Ｃさんを事例に挙げて

ケース研修会を行い、そこで得られたアドバイスを今後の支援につなげていく。 

 

 ⑤自立活動（抽出）年間目標 

  ・自己理解を深め、感情や行動のコントロールをすることができる。 
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（２）取り組みの経過（特徴的なエピソードのみ抜粋して記載） 

①４月～７月：信頼関係の構築・家族のこと 

〈＃１〉担当と話すのは、この日が初めてだったが相談室へ入った瞬間から自分の好きなゾンビを倒

すゲームについて話し始めた。気持ちが高ぶると、歩き回りながら時折顔を近づけて話し、こちら

が入る隙間がない程の勢いで話し続けた。尐し落ち着いた後、「自己紹介ゲーム」を始めた。複数

あるカードから１枚めくり、そこに書かれた質問に答えるというもので、Ｃさんは、家族のことや

施設に入るまでの生い立ちを事細かに話した。尊敬する相手として父親と祖母を挙げ、母親に対し

ては自分を虐待したこと、自分も母親に暴力をしていたことなどを話した。不登校の時期について

は「人とかかわりたかったけどできなかった。やることがなくネットを見ていた。」と話していた。

質問に素直に答える一方で、話しているうちに内容が変わっていったり、好きなことについて話し

だし止まらなくなったりすることが何度か見受けられた。 

  〈＃２〉入室と同時にデスメタルの話が始まった。その後、Ｃさんから「Ｄという人間の話を心のケ

ア前任者から聞いていないか？」という質問がでる。「Ｄ」とは、Ｃさんが作り上げた架空の人間

であり、昨年度も度々登場していた人物である。担当が「Ｄって誰？」と聞くと「オレの兄ってい

う設定です。でも、本当はオレです。もう一人の俺ということです。別の人格ってことなんですよ。」

「Ｄは死んだっていう設定です。」と話した。昨年度までは「Ｄは自分」という発言はなかった。 

〈＃３〉母親や弟の話がでた。「自分のことを母親たちが『悪魔だ』と言っていたのを聞いた。それ

からおかしくなって暴力するようになったんです。やりたくてやってたんじゃなくて、イライラし

てやったんです。耐えられなくて。お父さんが止めてきてやめたんです。」「止めてくれたから、

今があるんですよ。止めてなかったら今頃刑務所です。」「弟は、かわいがられていたんです。」

と話していた。 

〈＃４〉参観者が校内を回っていたとき、Ｃさんに「何か見せちゃう？」と聞くと、乗り気で承諾し

ボイスパーカッションを披露することになった。「恥ずかしいから、通りながら聴いていってもら

う。」と言っていたが、参観者が相談室をのぞきこむと、ボイスパーカッションを堂々と行い、拍

手やコメントをもらうことができた。参観者がいなくなったあとも、しばらく興奮が収まらず、相

談室内を歩き回り喜ぶ様子が見られた。 

〈＃５〉youtube やネット動画の話から、小学校時代いじめられていた話になる。「いじめたやつの

名前をネットにだしてやった。そしたら、そいつは不登校になった。それ依頼、みんなオレのこと

を無視した。」「そっから、もう孤独。オレはおかしくなって、弟のあごをけがさせて、母親はお

かしくなった。オレも病院に入れられた。」という話が挙がった。 

  〈＃６〉進路について、「自分はグループホームに行きたい。グループホームから働きに通いたい。

グループホームだったら外に出かけることもできる。」という発言があった。好きなゲームの話か

ら、グロテスクの話や自分が過ごしている施設の話になった。 

 

〈考察〉 

自立活動開始当初より、自分が興味のある話を次々に話す様子が見られた。内容の多くは自分の好

きなゲームや映像の話であったが、それと同じ様に家族について話すことが多くあった。Ｃさんにと

って、父親は一目置く存在であり、自分の行動を唯一止めてくれる相手のように語られていた。母親

へは恨みともとれるような発言が多くあったが、その根底には「かわいがって欲しかった。見てほし

かった。」というＣさんの思いが隠れているような印象を受けた。話していくうちに細かな内容が変

わることがあり、Ｃさんが作りあげたファンタジーの部分が多くあることが推測されたが、そのファ

ンタジーを通じてＣさんが伝えたいことは何かを考えながら受け止めるようにした。しかし、好きな

ことや言いたいことを誰にでも一方的に話すことは、将来の社会生活を見据えた上で、好ましくない

場合がある。学級担任と相談し「心のケアの時間は話しても大丈夫。」という約束を設けた上で、Ｃ

さんの思いを受け止めるようにした。Ｃさんが話した内容について、担当から指導することはないた

め、Ｃさん自身も自由に自分の思いを話す様子が見られた。 
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②９月～３月（＃７～）：自己理解を深めるために 

  〈＃８〉Ｃさんが他学級の教師に好きな話をしている最中、気分が高揚し、周囲に人が大勢いるにも

かかわらず、大きな声で卑猥な発言をしたという出来事があった。学級担任から事情を聞いた上で、

「心のケア」の時間において振り返りを行うこととした。まずは、「心の温度計」というプリント

で、発言をした時の自分やいつもの自分は、温度に例えるとどのくらいなのかを記入していった。

また、発言をした時の自分はどのような状態だったかを人型の

イラストに描き込む作業を行った（図１参照）。 

    発言に至った理由として「目立ちたい。周りを振り向かせた

い。」という思いが挙がった。また、Ｃさんからの発言より、

「周りの人に見て欲しいという思いが強い一方、相手の表情や

気持ちを察することが難しいため、自分の好きな話のみを一方

的に話してしまう。」ことや、「気持ちが高揚すると、さらに

周囲の状況把握が困難になり、その場にふさわしくない言動を

してしまう。」ということが挙がった。その後、将来、人との

良好な関係を築いたり仕事をしたりするためには、自分の気持

ちや行動をコントロールすること、相手の気持ちを考えること

が必要だという話題になった。 

  〈＃９〉Ｃさんより「だいぶ自分をコントロールできるようにな

りました。もう大丈夫です。」という発言が見られた。担任の

先生から人と話すときはテーマを考えて話すといい等アドバ

イスをもらったことと、自分の感情についての話題が挙がる。

しかし、その発言は、早く他の話がしたいという気持ちの表れ 

のようにも感じた。Ｃさんは、「怒るのは誰かに仲間はずれにされたとき。帰省がなくなったとき。」

と話した。怒りの感情については比較的詳しく話したが、その他の感情については「ない」「分か

らない」という返答が多かった。 

〈高等部ケース研修会より〉１０月 

〇校内職員からの意見  

 ・周囲がみんな同じ認識で接していくことが大切。その場で正しい行動を知る。 

  ・相手の立場に立って、感情を理解する。 

・いけないということをきちんと伝える。 

  ・自分の間違いが認められたときや、良いところを見つけたときは誉める。 

・自分を受け入れてもらうには、まずは他人を受け入れることを知る。 

・人とかかわりたいという気持ちがある。 

  ・友だちや先生と話したいときは、テーマのある話題で話す。時間を決めて話をしに行く。世間話が

できるようにする。 

・言葉の意味と行動が一致しているか確認していく。 

  ・本人の話を聞く時間を作る（否定せず）。 

〇講師からの助言 

・デスメタルやグロテスクな話をしている時は、解離している状態かもしれない。辛い状況から逃げ

るための手段。時間と場所を設定していく。ＴＰＯを教えていく。 

・この子は、ふわふわしている印象。誰からも受け入れてもらった経験がない。自分の居場所を、受

け入れてもらえる場所を探し歩いて、安定していない印象。人とかかわりたくてたまらない。何と

か受け入れてもらうために試行錯誤している。→愛着障害を正しい愛着に導いていく。 

・その場で嘘をついてしまうことについて、子どもの幻想に近いもの（いわゆる嘘）は、本人の中で

は真実かもしれない。尐しずつ言葉と行動の落差や現実の自分に気づき、認めていくことが大切。 

・感情表現は、できないに近い。 

 →嫌と言ったら、親に見捨てられる感がある。「イヤだ」と言えるようになること、その「イヤ」を

しっかり受け入れてもらえる環境ができるのが不可欠。 

〈図１ 行動を起こした時の自分〉  
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〈＃１１〉連絡帳を自室に隠したことが発覚する。それについて、自分から「嘘をついてしまった。」「す

ぐばれるのに、嘘をついてしまう。」「分からないのに、できるって言ってしまう。」という話がでた。

就職がしたいという思いがあるが、現状では無理だと保護者から言われたことを話した。その後、ゲー

ムをすると、簡単な手順でも、口頭のみの説明では覚えられない様子が見られた。 

〈＃１２～〉絵本を使って、自分の好きなこと嫌いなこと等自分自身について考える活動を行った。自分

の出来ないことについて、「素直に言うこと」と答えた。自分のことを周りはどう思っているかを聞く

と、「先生は、自分のことを〇〇と思っている。」と自分なりに答えた。 

 

〈考察〉 

担任と情報を交換し、担当としてどのような支援を行っていくべきか、検討しながら取り組んだ。Ｃ

さんが学校生活において好ましくない行動をしてしまった際には、その行動を振り返りながら自分自身

への理解を深める活動を行うことにした。本人の言葉に共感していくことで、分かっていながらもうま

くできない、同じ失敗や行動を繰り返してしまう等、本人の素直な気持ちや悩みを聞くことができた。

話した内容をイラストや文字に表したり、絵本を使用したりと視覚的に分かるものを活用したことで、

自分の状態や行動を客観的に振り返る助けにもなったと考えられる。これまでの育ちの中で培われた感

情は簡単に癒えることはなく、Ｃさんに大きな影響を与え続けている。気持ちの表出や振り返りは、本

人のペースを大切にし、Ｃさんにとって相談室が安心して素直な気持ちを言える場となるように、また

自分を振り返られる場となるように支援を継続していくことが重要であると考える。 

 

（３）成果と課題 

【成果】 

複数の視点から支援することの重要性 

臨床心理士を招いてのケース研修会では、好ましい人間関係を築けずにいるＣさんの言動には幼尐

期の育ちが大きく関係しており、本人には「人とかかわりたい。」「受け入れてもらいたい。」とい

う強い思いと葛藤があることが分かった。また、高等部の職員から支援の具体的なアイディアを多数

挙げてもらったことにより、学部全体で共通理解を図ると同時に、自立活動での支援につなげること

ができた。実践においても、記録を介しながら担任と情報交換をし、「心のケア」担当として、どの

ように対応していくか確認していくことができた。複数の目で、児童生徒の将来を見据えながら、今、

何をすべきか検討していけたことが、Ｃさんの支援につながったと感じた。 

自己理解を深め、よりよい人とのかかわりを築くために 

自分の行動を調整することが難しく、一方的に話すことの多かったＣさんであるが、対話をとおし、

「人とかかわりたいが、どうすればよいか分からない」という思いがあることが分かった。気分が高

揚すると自分をコントロールできなくなってしまうことや、言葉にすることができても行動につなが

らないことは多く、すぐに課題を改善することは難しいと考えられる。しかし、学級担任とテーマを

設定しての会話を設けていったところ、自分から友だちに質問して会話をする等、他者と会話を楽し

む姿が見られたとのことだった。人とのかかわり方を具体的に示し一緒に行っていくことで、お互い

が楽しいかかわりを増やしていくことができると考えられる。 

また、相談室において「人とかかわりたい」とともに「将来、働きたい」という思いを話すことが

増えている。自己理解を深め、どのようにすれば自分も相手も気持ちよく付き合っていけるか、社会

生活につなげていけるかを考えようとする姿勢が尐しずつ芽生えてきていることが感じられた。 

 

【課題】 

・卒業後の社会生活をイメージしながら学校生活を送ることができるよう、本人の分かりやすい方法

を取り入れながら、自分自身について振り返る機会を継続して設定していく必要がある。 

・困ったことがあったり、トラブルが怒ったりした際は、十分に本人の話を聞き、気持ちを受け止め

る時間を設ける。その後、どのようにすればよいかＣさんと話し合う時間をもつようにする。人と

よりよいかかわりを築いていけるように、コミュニケーションや会話の仕方、上手に気持ちを伝え

る方法などを、相談室での対話の中で考え合う機会をつくっていく必要がある。 
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【まとめ】 

   Ｃさんは年度当初、話す内容が変化しやすかった。また、一方的な話題が多かったため、真意を理

解することに難しさを感じた。しかし、その話が真実かどうかにとらわれるのではなく、発言や行動

に隠れたＣさんの本当の気持ち、そのような発言をする背景に目を向けていくことが大切だというこ

とを改めて感じた。本人の抱える思いを受容し、相談室が本音を言える場、自分を受け止めてもらえ

る場と感じてもらえるように今後も支援していきたい。 

「将来は、働きたい。」「人とかかわりたい。」という願いをもつＣさんにとって、自己理解と感情・

行動のコントロールは大きな課題となる。素直に表現できる場を確保しながら、Ｃさん自身が自己理

解を深め、日常生活につなげていくことができるようにしていくことが必要である。支援に際しては、

チームで行うことを意識し、担任との検討・情報交換を重ねながら、心のケア担当としての役割を明

確にしていきたい。                 
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Ⅵ.研究のまとめ 
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１．成果と課題 

 この２年間の取り組みにより、「研究の目的」にある３点について、一定の成果が得られた。各学部の

成果と課題や、教師の意識アンケートの結果（資料６）をもとに、本年度取り組んだ「キャリア教育の視

点を取り入れた授業づくり」「不適応行動に対する具体的支援」の２点について、学校全体の成果と課題

を示す。 

 

（１）キャリア教育の視点（「５つの基礎・基本」）を取り入れた授業づくり 

  ①「基礎・基本のマトリックス」の活用 

  【成果】 

  ＜携帯版「基礎・基本のマトリックス」の配布＞ 

       本年度当初、「基礎・基本のマトリックス」の活用促進を目的として、携帯版の「基礎・基   本

のマトリックス」を学校全体の教師に配布した。このことにより得られた成果を以下に示す。 

   ○目標設定や授業改善、評価など、授業づくりの際に活用することが多くなった。このことは、    

アンケート質問１の結果にも示されている。活用することで授業づくりの視点を確認するこ    

とが増え、キャリア教育の視点を意識した授業づくりにつながった。 

○昨年度よりも活用するようになったことで、授業で育てたい力、児童生徒に発揮してほしい力な

どを明確にした授業づくりをすることができた。 

○「基礎・基本のマトリックス」を一つの指標と捉えることで、各学部段階に示してある育てたい

力だけにとらわれず、他の学部段階にある育てたい力も含めたマトリックス全体から、一人一人

の実態に応じた目標を設定することができた。 

   ○昨年度以上に教師間で育てたい力を確認するようになり、育てたい力や指導・支援を共通理    

解した授業づくりができたことで、児童生徒の姿に成果が見られた。 

   ○「基礎・基本のマトリックス」を見る機会が増えたことで、授業づくりの際、学部内や学部    

間の一貫性や系統性をより意識するようになった。 

  ＜ライフステージを意識した授業づくり＞ 

   ○「基礎・基本のマトリックス」の活用促進により、将来の姿をイメージした上で現在のライ    

フステージを捉えた授業づくりに取り組む意識が備わってきた。 

   ○アンケート質問２と質問３の結果より、１２年間の学校生活や卒業後の生活を考えて授業づ    

くりをする意識が高い。現在を、現在だけではなく、過去を踏まえ、未来をイメージして捉えて

おり、ライフステージを意識した授業づくりとなっていることがうかがえる。 

 

  【課題】 

  ＜「基礎・基本のマトリックス」の改善＞ 

○「基礎・基本のマトリックス」を活用した授業づくりは、スタートしたばかりである。授業づく

りの指標として効果的に機能するためには、継続した活用による実践の積み重ねと、内容の改善

が求められる。 

○「基礎・基本のマトリックス」は一つの指標である。内容の改善と併せて、児童生徒一人一人の

実態に応じた目標設定、学習内容や支援の工夫は必要不可欠となる。 

＜学習活動全体を通じた育てたい力の網羅＞ 

○年間の学習活動で取り組んでいる育てたい力の項目を確認し、なるべく全ての項目を網羅できる

よう、教育課程全体をとおした計画的な取り組みが必要となる。 

 参考までに、本年度の授業研究協議会の授業で取り組んだ育てたい力を表１に示す。 

  ※各学部で取り上げた授業 小学部：自立活動／国語・算数  

                  中学部：国語・数学／総合的な学習の時間 

 高等部：自立活動 
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     ［表１ 授業研究協議会で取り組んだ育てたい力］ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

領域 育てたい力（項目） 小学部 中学部 高等部 

基本的生活習慣の確立 ①身辺処理    

②習慣形成  ○   ○   ○  

健康な身体の確立 ③健康の保持    

④体力の向上    ○  

豊かな心の獲得 ⑤人とのかかわり 自己理解 他者理解  ○    ○   ○  

⑥気持ちの調整 折り合い    ○  

⑦意思表現 受信  ○    ○   ○  

考える力の獲得 ⑧自己選択 自己決定 課題解決  ○    ○    ○  

⑨やりがい 主体性    ○  

⑩目標設定 実行  ○   ○   ○  

⑪振り返り 肯定的自己評価    

社会・経済的自立の確立 ⑫集団参加 ルール・マナー  ○   ○   ○  

⑬家庭や地域での生活    

⑭余暇活動     ○  

⑮役割理解 働く意識   ○    ○  

       

 ②振り返りを大切にした授業づくり 

  【成果】 

   「研究テーマについて」で示したように、本年度の取り組みの重点として「振り返りを大切に  し

た授業づくり」をあげた。アンケート質問４と質問５の１回目と２回目を比較して、振り返りの機会

をつくることを意識しないとする回答数が減っていることからも分かるように、学校全体で授業での

振り返りへの意識が高まった。 

  ＜振り返りへの取り組みから見えたこと＞ 

   ○振り返りにおいて、達成感や成就感は大切である。しかし、さらに重要なことは、いかに今    

後の学習につながる振り返り方ができるかである。行った授業だけで完結するものではない    

という意識をもって取り組めるようになってきたことが成果としてあがる。 

   ○振り返りは、児童生徒にとって意義があるだけでなく、教師にとっても、授業の評価、改善    

や次年度への引き継ぎにつながる取り組みとして効果があった。 

   ○生活年齢や児童生徒の実態の違いから、以下に示すように、学部を追うごとに次の学部や卒 

    業後を意識した振り返り方がみられた。ライフステージに応じた振り返りの一端と言える。 

 小学部：授業での活動の振り返りと次時への見通しに重点を置いていた。写真や具体物な 

    どを用いて分かりやすく伝えたり、気持ちや様子を表現することができるような  

   工夫をしたりしていた。 

 中学部：小学部と同様の取り組み方に加えて、授業後も振り返れるような記録やファイル 

    を残すことにも取り組んでいた。 

 高等部：小学部、中学部の取り組み方に加え、卒業後の生活で困った場面があった際に、 

    具体的に使えるツールを作ることにも取り組んでいた。 

 

  【課題】 

  ＜振り返り方の整理や工夫＞ 

   ○自己評価、他者評価、相互評価など、振り返り方は多様である。「ライフステージ」を意識    し

たとき、各学部でどんなポイントを大切にした振り返りを行うか、整理する必要がある。 

   ○行った授業時だけでなく、授業後も児童生徒が振り返れるような工夫（作品、写真など）を    

する必要がある。 
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 ③環境や手だての工夫・活動の設定の工夫 

  【成果】 

 授業づくりの一環として、児童生徒の実態に応じた環境の整理、授業の目標達成に向けた手だて

や活動の設定の工夫などに、自ずと意識が向くようになっている。「competency（コンピテンシー）」

の考え方を大切にし、児童生徒がもっている力を発揮できるよう、授業づくりのポイントを掲げて

きたことが成果をあげている。 

＜物的環境の整理＞ 

   ○昨年度までの成果を基盤として、「授業づくりの観点シート」にあるようなポイントを押さえた

支援が学校全体でなされていた。意識の高まりや支援の質の向上がみられた。 

＜人的環境の整理＞ 

  本年度、チームティーチング（以下、「Ｔ・Ｔ」とする）と実態に合ったコミュニケーショ ン

手段の使用に重点を置いた。 

 ○各学部より、Ｔ・Ｔを意識した授業づくりを行うことができ、連携や一貫性のある支援につなが

ったという成果があげられた。アンケート質問６の結果から、Ｔ・Ｔへの意識は年度当初から高

い。したがって、ここでの成果は、Ｔ・Ｔを重点にあげたことで、意識するだけでなく、実際に

教師間での目標や支援の共通理解、役割分担などができたことを示している。 

 ○より良い授業づくりのためには、Ｔ・Ｔが機能することが重要であることを確認できた。また、

下で示すが、Ｔ・Ｔの充実には「授業充実のための話し合い」の機会が大切であった。 

 ○コミュニケーション手段は、児童生徒の実態に合わせたものを教師間で共通理解して使用するこ

とが促進された。そのことで、児童生徒から伝える手段として、自分から身振りサインを使う場

面が増える例もあった。人的環境の重要性が示された。 

＜活動の設定の工夫＞ 

 ○視覚的教材やなるべく一人で制作活動に取り組める教具など、児童生徒の実態に合わせた教材教

具の工夫が多く、「分かる・できる」授業づくりへの意識の高さがうかがえた。 

 ○実態に応じて、興味・関心のある教材の用意や、活動後に好きなことができる時間の設定などの

動機付けを高める工夫をしたり、活動量を調整したりしたことで、児童生徒が自分から取り組も

うとする姿が多くみられた。 

 ○児童生徒同士がかかわる場面を様々な学習場面で設定したことで、児童生徒が自分から友だちと

話をしたり、かかわり合ったりする姿が増えた。 

 

  【課題】 

  ＜支援の観点＞ 

   ○児童生徒が自分から活動する姿につながるよう、授業に取り組む中で、児童生徒の様子に応    

じて徐々に支援をはずしていくことが必要である。 

   ○集団全体への支援と個への支援の視点があり、それぞれに効果のある支援を整理する必要性    

が示された。 

  ＜活動の設定の工夫＞ 

   ○児童生徒の豊かな社会参加を考えると、役割理解や自尊感情を育てることは大切である。授    

業づくりにおいて、児童生徒の役割を意識した場面設定や他者にほめられ役に立ったと思え    

る機会を増やしていく工夫が必要である。 

  ＜人的環境＞ 

   ○Ｔ・Ｔについては、授業づくりの重要な要素と捉え、今後も重点を置いて取り組んでいく必    

要がある。 

   ○アンケート質問７の結果から、コミュニケーション手段の実態に応じた使用は促進されてい    

る。重要になるのは、授業に携わる教師全ての共通理解と、次の学部での使用の継続である。    

その点について、より一層の充実が求められることから、継続した取り組みが重要である。 
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  ＜「授業づくりのための観点シート」の活用＞ 

   ○授業づくりのポイントを示す一つの資料として作成したが、十分活用されたとは言えない。    

これまでの取り組みの成果から授業づくりの具体的な観点を示すことで、学校全体で授業の    

質が高まる。内容の改善や、授業づくりの際に無理なく機能的に使用する工夫が必要となる。 

 

 ④授業研究協議会／授業充実のための話し合い（授業づくりのための話し合い） 

  【成果】 

   昨年度までの取り組みの成果や課題から、授業研究協議会での学部内や学部を超えた縦割りグ  

ループでのディスカッション、学年や学習グループなど、様々な集団での話し合いの機会を設け  

た。昨年度以上に、学部内の横のつながりや学部間の縦のつながりが強くなり、学校全体として、育

てたい力や指導・支援の「共通理解」「一貫性や系統性」への意識が高まった。 

＜各学部及び学校全体での共通理解と一貫性や系統性＞ 

○授業研究協議会では、本年度、全体授業研究協議会に加えて、各学部で部内授業研究協議会に取

り組んだ。学部内の児童生徒の学級や学習グループによる授業を取り上げることで、より具体的

に学部内で育てたい力や指導・支援を共通理解し、学部としてのつながりを深める機会となった。 

○授業研究協議会で、様々な教育課程や授業を取り上げたことで、キャリア教育の視点を取り入れ

た授業づくりについて、幅広くディスカッションすることができた。 

  ＜指導案＞ 

   ○授業でねらう育てたい力をチェックした「基礎・基本のマトリックス」の指導案への添付は、    

授業を参観する際のポイントを捉える上で有効であった。 

  ＜ＰＤＣＡサイクルによる授業改善＞ 

   ○昨年度の成果にもあがったように、「授業充実のための話し合い」の機会は、より良い授業    

づくりに効果的であった。成果を確認し、今後も継続していくことが授業や指導・支援の質    

を高めることにつながっていく。 

  【課題】 

＜話し合いの時間の確保＞ 

   ○「授業充実のための話し合い」の時間を確保することは課題としてあがるが、実際に話し合いを

することの成果に加えて、その機会を学校として示すことが、より良い授業づくりへの教師の意

識を高める効果もある。継続した取り組みが求められる。 

   

（２）不適応行動に対する具体的支援 

 ①基礎研究 

【成果】 

  夏季休業中、講師を迎えて「不適応行動の理解と支援」をテーマに研修を行い、行動問題のアセ

スメントと支援、情動調整のアセスメントと支援の２点を中心に講話をいただいた。不適応行動に

対する支援を行う上でポイントとなることを具体的に知ることができた。実践で即、いかすことが

できる有意義な研修となった。 

  本研修により行動の捉え方を改めて理解し直すことができた。それまで児童生徒の問題行動を「不

適切な行動」（個体要因）としていたが、環境への適応の困難さから生起しており、支援によって

改善できると捉えた言葉である「不適応行動」（環境要因）を用いることとした。 

 

 ②実践事例 

【成果】 

   昨年度に引き続き不適応行動の事例をあげ、支援について各学部で検討し、実践した。本年度  は

教師一人一人が事例をあげて取り組んだ。実践をとおして、行動の改善や適切な行動の獲得な  ど、

成果や変容が多くみられた。実際の支援は、『不適応行動に対する具体的支援＜実践事例＞』として

別冊にまとめた。ここでは、各事例の取り組みから得られた、効果のある支援方法や支援をするにあ

たってポイントとなることについて整理して示す。 
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  ＜不適応行動の類型化＞ 

    先行研究や本研究の事例から、「平成２７年度 槇の実特別支援学校版 不適応行動の類型表」

を作成した（表２）。また、事例にあがった行動の類型別の数を、学部毎に示した（表３）。 

 全事例数からみて信頼性を得る数ではないが、本研究からみえる傾向を示す。 

○行動の種類については、「他害」や「不適切な言動」の事例数が多かった。学校生活において教

師が不適応行動として捉える行動を示していると言える。 

○端的に、小学部と高等部を比較すると、小学部では、「他害」「多動」「行動の停止」が多く、

気持ちと行動を調整することが課題となっている。高等部では、「不適切な言動」特に言葉の使

い方に関することが多く、気持ちとそれを表す言葉の調整が課題となっている。 

 

       ［表２ 不適応行動の類型表（平成２７年度 槇の実特別支援学校版）］ 

行 

動 

自傷 他害 こだわり 切り替えの困難 

物壊し・物投げ 食事関係 多動  行動の停止 

（寡動及び活動への不参加） 奇声・絶叫  不適切な言動 身体の動き 
              

    ［表３ 各学部の類型別の事例数］ 

行動 小 中 高 計 行動 小 中 高 計 

自傷 １ ３ ３ ７ 多動 ４ ２ １ ７ 

他害 ７ １ ４  １２ 行動の停止 ４ １ ３ ８ 

こだわり ２ ５ ２ ９ 奇声・絶叫 １ ４ ２ ７ 

切り替えの困難 ３ １ ２ ６ 不適切な言動 １ １ １３ １５ 

物壊し・物投げ ２ ２ ２ ６ 身体の動き  １  １ 

食事関係 １ １ ２ ４      

 

  ＜不適応行動の機能と支援内容の分類＞ 

   ○不適応行動の機能については、事例の要因として主にあがっていたことと、先行研究から、    

「感覚」「逃避・回避」「注目要求」「物や活動の要求」及び「不快感の解消や衝動性」の５つ

に分類した。 

○支援内容については、事例で実践されている支援から、［環境の整理］と［代替行動の獲得］に

大別した。さらに、［環境の整理］は「物的環境の整理」「人的環境の整理」「活動の整理・調

整」の３つに分類し、［代替行動の獲得］は「適切な行動の獲得」「コミュニケーション手段の

獲得」の２つに分類した。 

＜不適応行動の機能と支援内容の事例数＞ 

 不適応行動の機能とそれに対する支援内容の事例数を表４に示した。尚、一つの事例でも、機能

が複数あると考えられた場合や、支援を併せて行った場合には、複数の項目に当てはめた。 

 ○不適応行動の機能から 

・「逃避・回避」が多い。これは、情動調整の困難、変化への対応の困難、不安感の強さ、刺激

への過敏性といった児童生徒の実態から、折り合いをつけづらい、活動することが分からない、

見通しをもちにくい、刺激が多いといった状態になり、その状態から「逃避・回避」するため

の手段として、不適応行動がみられた。 

・「注目要求」「物や活動の要求」は、要求を充足するために、状況理解が自己中心的になった

り、要求の意思の表出方法が直接的であったりすることで、不適応行動がみられた。 

・「不快感の解消や衝動性」については、直前に要因がなくても、それまでに不快や不安が蓄積

されたり、過去の否定的な経験が想起されたりすることで不適応行動がみられた。 

 ○不適応行動に対する支援内容から 

 ・行動の機能として多い「逃避・回避」は、主に［環境の整理］に対する支援によって、不適応

行動が消えたり、減尐したりすることができるケースが多かった。 
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・「注目要求」「物や活動の要求」など、要求機能がある不適応行動については、［環境の整理］

だけでなく、［代替行動の獲得］に対する支援も多い。これは、［環境の整理］によって行動

を消したり減尐したりすることと併せて、要求機能を備えた不適応行動と機能的に等しく適切

な［代替行動の獲得］をするための支援が必要であることを示している。 

 

        ［表４ 不適応行動の機能と支援内容の分類数］ 

     支援内容 

 機能 

環境の整理 代替行動の獲得 

物的環境 

の整理 

人的環境 

の整理 

活動環境の 

整理・調整 

適切な行動 

の獲得 

コミュニケーション手段 

の獲得 

感覚 ４ ４ １ ３ １ 

逃避・回避 １９ ２７ ５ ６ ４ 

注目要求 ７ ２０  ９ ６ 

物や活動の要求 １５ ２２  ８ ８ 

不快感の解消や衝動性 １１ １６  ４ ４ 

 

＜支援のポイント＞ 

    支援内容の分類ごとに具体的支援のキーポイントをあげる。ここであげたポイントが支援の中心

になっており、不適応行動に対する支援の際、教師が大切にしていることである。ここでは、キー

ポイントを太字で示す。 

［環境の整理］ 

  環境の整理によって、不適応行動が消えたり減尐したりすることが多かった。以下に、 

３つの下位分類について具体的支援のポイントをあげる。 

  ○物的環境の整理 

    物に関する支援全般。見て分かる支援、気持ちの安定を図る支援が中心。 

 

 

・物的な刺激の制限  ・場の構造化（活動毎の場の明確化、クールダウンの場） 

・視覚的支援ツールの提示（スケジュール表、手順表、絵や写真カード） 

・集中を促す教材教具の工夫 

 

  ○人的環境の整理 

    他者に関する支援や他者による直接的支援全般。情動の調整を図る支援、安心感を 

  与える支援が中心。 

 

 

 

・実態に応じた言葉かけ（タイミング、使う言葉、カウントダウン、称賛、共感） 

・自分から行動することを待つ支援  ・自己選択、自己決定の機会設定 

・過剰に反応しない支援  ・他者とかかわる際の媒介としての役割 

・気持ちを察し教師が言語化する支援 

 

  ○活動環境の整理・調整 

    学習活動に関する支援全般。分かる、できた、またやりたいと感じる支援が中心。 

 
・活動量や活動時間の調整  ・分かりやすい活動内容（シンプル化） 

・動機付けを高める支援（学習活動後に好きなことを用意する） 
 

［代替行動の獲得］ 

  要求機能がある不適応行動を中心に、［環境の整理］のみでは行動が減尐しないケース 

については、併せて［代替行動の獲得］の支援により、改善、変容することが多かった。 以

下に、２つの下位分類とその他必要な支援について具体的支援のポイントをあげる。 

    ○適切な行動の獲得 

     適切な行動を明確に示す支援。獲得可能な行動の選定。 
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・手本を示す支援、手を添えて一緒に行動して伝える支援 

・相手の注意を喚起する行動（肩たたき、「先生」という言葉） 

・選択肢を選び意思を伝える行動（選択肢の指さし、「やる」「やらない」の返答） 

 

  ○コミュニケーション手段の獲得 

    実態に応じた使用可能なコミュニケーション手段の選定。相手に伝える意識を育て 

  ることが必要。 

 
・気持ちを伝える身振りサインや言葉の獲得 

・要求を伝えるための絵や写真カード、身振りサインの獲得 
 

  ○その他代替行動の獲得に必要な支援 

 

 

 

 

   

・不適応行動と機能的に等価な行動の選定 

・比較的すぐに使えて、相手に伝えやすい行動の選定 

 （既に獲得しているか、すぐに獲得できる見込みのある行動） 

・生活年齢に応じた代替行動の選定 

・行動後、即時的な評価（強化子）の必要性（要求物、シール、称賛など） 

・意図的な場面設定、日常生活場面で生起する機会利用 

 

［支援にあたって大切にすべきこと］ 

 ○不適応行動に対する支援をとおして、気持ちの安定を図り、情動調整する力を育てる。 

 ○意思や気持ちを伝える力を育てるためにも、認知面や他者とかかわる力をつけることも 

 必要。（環境面と併せて個の力も伸ばすという考え方の必要性） 

 ○表出されている行動だけにとらわれず、要因や背景を探る。 

 ○児童生徒の様子に応じて支援を改善する（ＰＤＣＡサイクル）。 

 ○即効性のある支援は多くない。継続した取り組みが必要。 

 ○支援を組み合わせて講じることで効果がある場合がある。 

 

  ＜学校全体での効果的な取り組み＞ 

○ディスカッション機会の設定 

         学部研究日の各学部でのグループディスカッションや、週一回設けられた「授業充実のた    

めの話し合い」の時間でのディスカッションにより、事例以外の児童生徒への支援のヒントを見

出したり、支援を共通理解したりすることができた。必要に応じて、様々なチームでのディスカ

ッションの機会を設定することがポイントとなる。 

○チーム支援 

  不適応行動に対する支援では、根気強さが必要であり、教師の精神的負担は大きい。また、複

数の教師がかかわることで、他者とのかかわりが広がったり、支援の幅が広がったりするなどの

効果があることから、チーム支援は重要な考え方である。 

○共通理解、指導・支援の一貫性 

     児童生徒について教師間で実態や支援を共通理解し、指導・支援に一貫性をもたせることで効

果が発揮された。共通理解や一貫性はチーム支援に必要不可欠なことである。 

 

  【課題】 

  ＜引き継ぎ＞ 

   ○支援の一貫性を考えたとき、支援を次年度の担任へ確実に引き継ぐことが大切である。 

  ＜継続した取り組み＞ 

   ○一つの不適応行動がなくなったように見えても、違う行動として不適応行動が再度現れるこ    

とがある。児童生徒の様子に応じて、支援を継続していくことが必要である。 

○児童生徒の実態から、不適応行動に対する支援は今後も学校としての課題となる。本研究で    

得た成果を資源に、今後も学校としての継続した取り組みが求められる。  
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２．考察 

 本研究のまとめとして、成果と課題から２点の研究仮説について考察する。 

 

（１）「５つの基礎・基本」をキャリア教育の視点として取り入れた授業づくりをすることで、各 

 ライフステージで育てたい力について学校全体で共通理解し、指導・支援のねらいや内容、方  

法を見直したり整理したりすることができ、一貫性や系統性のある指導・支援をすることがで  き

るであろう。 

 仮説に基づき、昨年度より、本校におけるキャリア教育の視点を「５つの基礎・基本」として授業づ

くりに取り組んできた。結論から述べると、２年間の取り組みにより、仮説が示す成果を概ね得ること

ができた。一定の成果が得られた要因について述べる。 

 まず、キャリア教育の定義や理念があがる。「研究テーマについて」で示したように、キャリア教育

とは、児童生徒一人一人のキャリア発達を支援する教育である。そして、キャリア発達とは、社会の中

で自分の役割を果たしながら自分らしい生き方を実現していく過程である。キャリア教育のこの捉え方

に基づくことで、小学部段階から教育活動全般をとおした学校全体での組織的な取り組みが求められ

る。このことから、授業づくりにキャリア教育の視点を取り入れたことにより、児童生徒一人一人の「今」

を、１２年間の学校生活さらには卒業後までを見据えた「今」と捉えることとなり、ライフステージを

意識した指導・支援へとつながった。さらに、１２年間の学校生活を見据えることが、育てたい力を学

校全体で共通理解したり、一貫性や系統性のある指導・支援をしたりすることの必要性を高めた。 

 また、キャリア教育の理念に基づいた取り組みには、学校全体での共通の視点が必要であった。そこ

で注目したのが、育てたい力として本校に既にあった「５つの基礎・基本」である。「５つの基礎・基

本」は、国立特別支援教育総合研究所が示すキャリア教育の４領域８能力を網羅していたことから、本

校におけるキャリア教育の共通の視点とすることができた。「５つの基礎・基本」は、学校教育目標を

受けて示され、学部経営や個別の指導計画にも反映されていたことから、授業づくりの共通の視点とし

て機能しやすく、「育てたい力について学校全体で共通理解し」、「一貫性や系統性のある指導・支援

をする」ことに効果があった。加えて、「５つの基礎・基本」の育てたい力を具体的に指標として示し

た「基礎・基本のマトリックス」を作成し、授業づくりのツールとして活用できたことが、「共通理解」

や「一貫性や系統性」を一層促進した。 

 さらに、学校として既に取り組んできた「５つの基礎・基本」をキャリア教育の視点としたことは、

「指導・支援のねらいや内容、方法を見直したり整理したりすること」にも効果をあげた。本研究がこ

れまでの取り組みを見直すことであると捉えやすくなり、「５つの基礎・基本」「基礎・基本のマトリ

ックス」を指標に、授業づくりをとおして、キャリア教育の視点で、無理なく「指導・支援のねらいや

内容、方法を見直したり整理したりすること」ができた。 

 最後に、学校全体での「共通理解」や「一貫性や系統性」を図る上で、必要不可欠であった要素をあ

げる。それは、本研究以前からの取り組みである「授業充実のための話し合い」や授業研究協議会にお

ける各学部や学部を超えたグループディスカッションなど、児童生徒や授業について検討する機会の設

定である。時間確保の難しさが課題となっているが、この取り組みの積み重ねが、本校におけるより良

い授業づくりを支えていることは間違いない。 

 以上のことから、本校でのこれまでの取り組みの成果をいかしながら、キャリア教育の定義や理念を

取り入れた授業づくりを行ったことが、学校全体のつながりを強くしたと言える。そして、「キャリア

教育」という学校全体でのキーワードを明示したことで、学校全体が同じ方向を向いてより良い授業づ

くりに取り組むことができた。しかし、成果があがったとは言え、学校全体での「共通理解」や「一貫

性や系統性」は簡単ではない。２年間の取り組みにより、教師一人一人の「共通理解」や「一貫性や系

統性」への意識は高まった。この意識の高まりは、学校全体での各ライフステージで育てたい力の基盤

となる。築いた基盤を、より強く、確かなものにすべく、今後も本研究での取り組みを継続し、学校全

体で、より良い授業づくりの実践を積み重ねていくことが求められる。 
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（２）不適応行動に対する支援方法について、事例をあげて検討することで、具体的で効果的な方 

 法や手段が明らかになるであろう。 

 昨年度からの２年間で８２事例をあげて取り組んだ。担任間や各学部でのグループディスカッション

で支援を検討し、実践を行ったことで、多くの事例で児童生徒の変容がみられた。各事例の取り組みは、

別冊の『不適応行動に対する具体的支援＜実践事例＞』にまとめた。児童生徒一人一人に応じた具体的

な支援方法が示されている。また、前述の「成果」には、各事例への取り組みで得られた、効果のある

支援方法や支援のポイントを整理した。そこで、ここでは、個に応じた支援につながる、不適応行動や

支援内容の捉え方、支援の効果をあげた学校全体としての体制について述べる。 

 不適応行動の機能や支援内容については「成果」で分類を示した。しかし、現れている行動、その要

因や機能は、一人一人様々であり、特に、行動の要因や機能については、本研究の実践事例にあるよう

に、判然としないことも多い。さらには、現れている行動が一つでも場面によって要因や機能が異なっ

たり、一つの行動が消去しても同じ機能をもつ他の行動が現れたりすることもある。行動の程度が重く

なるほど、要因や機能が分かりづらくなる傾向は顕著である。それでも支援に近道はなく、考えられる

要因や機能一つ一つに対して、支援していかなければならない。ゆえに不適応行動の支援には根気強さ

が必要であり、担当する教師の精神的負担を考えると、教師一人一人ではなく、チームで対応する必要

性が高い。また、不適応行動をより確かに捉え、支援の選択肢を広げる視点からも、チームで対応する

ことの効果が期待できる。 

 支援内容に関して、「環境の整理」と「代替行動の獲得」について示す。この２つを比較すると、ま

ず、「環境の整理」に対する支援が行われることが多く、それによって不適応行動が消去、低減するケ

ースも多くあった。これは、不適応行動の要因として、個体要因よりも環境要因の方が大きいことを示

している。加えて、支援の取り組みやすさという観点からも「環境の整理」が優位である可能性を示唆

している。「代替行動の獲得」については、要求機能がある不適応行動を中心に、「環境の整理」に対

する支援のみで行動が改善されないケースで併せて講じられることが多かった。本研究では、「代替行

動の獲得」に対する支援のみ行われるケースは、全８２事例中５事例であった。このことについて、支

援の効果という観点からは、即効性がキーポイントではないかと考えられる。「環境の整理」に対する

支援の効果の有無は、講じてから比較的短期間で分かることが多い。それに対して「代替行動の獲得」

は、成果がみられるまでに「環境の整理」よりも時間が必要である。「環境の整理」が優位に講じられ

る要因の一つと考えられる。もう一つ、「環境の整理」が優位である要因として、気持ちの安定を図り、

安心感を与える支援としての効果が高いことがあがる。気持ちの安定は落ち着いた学校生活の基盤とな

り、学習活動への参加を促す。以上に「環境の整理」と「代替行動の獲得」について示したが、不適応

行動に対して支援するにあたっては、行動の要因や機能を見極めながら、児童生徒一人一人に応じた適

切な支援を検討することが大切である。また、一度講じた支援が常に適切であるとは限らない。支援を

振り返りながら改善する姿勢が必要となる。 

 学校全体としての体制については、成果として、チーム支援や、教師間での実態や支援の共通理解、

指導・支援の一貫性があがった。この成果には、週一回の「授業充実のための話し合い」の機会設定が

欠かせない。授業づくりの成果にもあるように、この話し合いの機会により、効果的な指導・支援に必

要な、学校としてのＰＤＣＡサイクルが機能した。「授業充実のための話し合い」をはじめとして、様々

なチームでのディスカッションの機会は、学校全体をつなぐ重要なツールとなっている。 

 不適応行動に対する支援について述べてきたが、不適応行動に対する支援は、他者との信頼関係を築

く支援であると考える。支援をとおして教師は安心感や落ち着いた気持ちを与え、児童生徒はそれに応

えて行動する。その行動は、周囲からの称賛や児童生徒自身の自信や達成感、成就感へとつながる。こ

の信頼関係は、他者とのかかわりの基盤となるものであり、一人一人の豊かな社会参加へとつながる。

一朝一夕で築けるものではないことから、強く広いつながりを築くため、糸を紡ぐように、丁寧に、日々

取り組んでいく必要がある。 
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３．今後の展望 

（１）キャリア教育の視点を取り入れた授業づくり 

 ２年間の取り組みにより、学校全体での育てたい力の共通理解、一貫性や系統性のある指導・支援な

ど、一定の成果が得られた。しかし、キャリア教育の視点を取り入れた授業づくりは、まだ始まったば

かりであり、授業のより一層の充実のため、今後も継続した取り組みが求められる。取り組みの焦点と

しては、以下のことがあがる。 

 まず、個に焦点を当てることである。この２年間、キャリア教育の視点をキーワードに、学校全体で

の共通理解、あるいは一貫性や系統性に重点を置いて取り組んできた。今後は、学校全体で共通のキャ

リア教育の視点をもつ中で、児童生徒一人一人のキャリア発達を考えた授業の充実が必要となる。 

 次に、環境や手だての工夫・活動の設定の工夫である。これについては、これまでの取り組みの成果

が積み重なり、質が高まってきている。しかし、児童生徒一人一人の成長に支援の工夫は欠かせない。

授業づくりにおいて、個に焦点を当てた取り組みが行われれば、支援の工夫について具体的に検討する

機会が増えることから、さらなる充実が期待される。 

  

（２）不適応行動に対する具体的支援 

 この２年間の実践により、不適応行動に対する支援について、多くの成果が得られ、効果のある支援

方法や支援のポイントなどを示すことができた。しかし、この成果には、２年間の取り組みのみならず、

それ以前からの取り組みのつながりが果たした役割が大きい。本校の実態から、不適応行動に対する支

援は、これまでも、そしてこれからも、学校全体としての課題となる。学校全体で一丸となり、継続し

た取り組みが必要である。 
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お わ り に 

 

 本年度は、「ライフステージを意識した学校でできる支援Ⅱ ～一人一人の豊かな社会参

加を目指して～ 」と題し、前回３年間取り組んだ研究の成果を受け、更に社会性を育てる

ために必要な指導・支援や学校全体での系統性の充実を目標に取り組んだ２年間のまとめの

年となりました。昨年度から、児童生徒一人一人の豊かで自分らしい生き方の実現を目指し

て①キャリア教育の視点「５つの基礎・基本」を取り入れた授業づくりと②不適応な行動に

対する具体的な支援の２本立ての研究・研修を行ってきました。 ①では前回取り組んだ学

校教育目標の「５つの基礎・基本の獲得」をキャリア教育の視点の柱とし、一貫性や系統性

のある指導・支援を目指した「基礎・基本のマトリックス」を授業づくりのツールとして活

用し、社会性を活かした指導の実践と見直しを図りました。この成果として、学校生活全体

をとおして、授業の中で社会性を育てる意識を持ち、本校版マトリックスから具体的に配慮

事項に組み入れることで、指導・支援方法の工夫・改善ができました。このことより児童・

生徒に成長が見られたことで、意識して授業をすることの重要性に気付かされました。 

 また、本校の授業研究会では、キャリア教育の視点から意見を記入するシートを持ち寄り、

学部を超えた１０人程度のグループディスカッションを行い、観点ごとに指導上の工夫をま

とめたり、今後どのように授業に生かすかを宣言文にまとめたりしました。１２年間の学校

生活を通じた指導・支援の系統性を学部を超えて意識する良い機会になりました。 

 ②では、気持ちの不安定さが見られることが多い本校の児童・生徒の実態から、社会性を

育てるための支援の実践例にも重点を置きました。また、千葉県教育委員会研究指定事業の

研究分野２[一人一人の教育的ニーズに応じた教育課程]を受け、教育課程の工夫と実践事例

集ということで成果報告も行いました。 

 気持ちの不安定となる要因や手立ては一人一人異なりますが、個々のニーズに合わせて児

童生徒の気持ちに寄り添ったり、思いを受け止めたりしながらおこなっている日頃の指導・

支援を実践事例集にまとめ、具体的で効果的な方法を探りました。行動の傾向や支援方法の

工夫の分析を行い、支援のポイントを「環境の整理」や「代替行為の獲得」の２つの観点か

ら整理することができ、共通理解を図ることで、指導の一貫性を生みだすことができました。 

 児童生徒の指導・支援にあたっては、学校教育目標を意識し、系統的にまとめたマトリッ

クスを実際の授業の中で意識して活用したことで、目標がより具体的に明確となりました。

授業充実のための話合いの時間を活用し、児童生徒の実態把握や教材の工夫・活用、ニーズ

に応じた指導・支援など協議することで指導力の向上にもつながりました。今回の指導・支

援の姿勢を今後も継続・伝承していってほしいと願っています。 

 これまでの２年間の研究の成果と課題について本報告書「実践報告書第３０号」にまとめ

ました。御高覧いただき、忌憚のない御意見、御指導をお寄せいただければ幸いに存じます。 

 最後になりましたが、御多用の中、本校の研究のために御指導、御助言をいただきました

講師の先生方に深く御礼申し上げます。 

教頭  塩 谷 美 智 
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平成２７年度 千葉県立槇の実特別支援学校研究同人 

 

 校 長  佐々木隆之  教 頭  塩谷 美智  教 頭  岸 教男   

 事務長  髙木 幸子   主幹教諭 塩田 順子  教務主任 大塚 尚美   

 特別支援コーディネーター 佐々木郁子 

 就労支援コーディネーター 岡 博美  進路指導主事 小林 朊子 

        

（小学部） 

  内記 律子 ○荒木満紀子  佐藤えり子  森平真樹子  金房  克  大槻 恵利 

 向出 唯香  田村 明花  松田千恵子  浜崎 和音  新正 果歩  小阪 昌代 

 髙橋 紀子  柏原 成樹  佐野 陽一  小笠原一真  吉木加津美  吉田 麻華 

 岡 美津子  三浦 信弥 ○山尾 昌平  芝  友美  ◎宮坂 拓也  吉田 和希 

 山田 知世  柿崎いつか 

 

（中学部） 

 鈴木 達也  千葉 朊緒   亀田久美子  小倉 早織 ○小川 晋吾  加来真理子 

 伊藤 信之 ○矢部 千晴  長  和太  増岡 景子  大島 貴典  藤山 葉美 

 市原さよ子    盛  和彦  小泉 良子  上原 弘佳  安方 裕二  榎澤 正男 

 積田 陽菜  岩井 克英  佐藤 史弥 

 

（高等部） 

 今井 好美  森  賢一 ○吉野  舞  柿木 絢子  西  統祐  二村佳代子 

 細谷 和世  出口 博文  津島 睦子  國東 瑞紀  大野 恵子  関  臣伴 

○青山 久美  千葉真由美  伊藤 寛男  朝原美由紀  平山 公祐  高寺 康仁 

 澤邉 洋美  重田有美子  古川 真穂  田中 宣行  倉田 一郎  加賀谷真理子 

 佐々木恵子  神子佳津子  須賀真名都  松元 祐樹  相葉 英樹  夏海 良雄 

 鈴木 健太  長田 仁美  坂尻 雪絵  髙橋 健人  鈴木 雅俊  古宮絵美子 

 

（自立活動専科） 

○金澤貴代美  深井 晶子  笠原 浩代 

 

（養護教諭）   

 田中 智美  長谷川瑛美 

    

（◎研究主任 ○研究推進係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 95 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度実践報告第３０号 

 

研究テーマ「ライフステージを意識した学校でできる支援Ⅱ」 

～一人一人の豊かな社会参加を目指して～ 

 

                     発行日 平成２８年 ３月１８日 

           発行者 千葉県立槇の実特別支援学校 

                     住所    〒２９９－０２４３ 

                             千葉県袖ケ浦市蔵波３１０８－１１３ 

                     電話   ０４３８－６２－１１６４ 


