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はじめに
【平成 25 年度研究テーマ】（平成 21 年度より継続）

通常の学級における発達障がいのある児童・生徒への
支援を考えた授業づくり
（1）研究についての基本的な考え方
特別支援教育が法制化されて７年目を迎え、通常の学級においても、学校生活に困難が
ある児童生徒の個に応じた配慮・支援と、特別支援教育の考え方を取り入れた通常の学級
の授業づくり（授業のユニバーサルデザイン化）と、学級づくり（個のちがいを認め合え
る集団づくり）の実践が広まっている。今年度も引き続き、支援教育研究協力校が NPO 法
人ラヴィータ研究所長米田和子氏（平成 22 年度～）にご指導をいただきながら、『授業の
ユニバーサルデザイン』を共通研究テーマとし、その３つの要素である『視覚化』『構造
化』『協働化』の具現化を図ってきた。
また、障がいの有無にかかわらず、すべての子どもが安心して生活し学ぶことができる
環境整備、授業規律や学級ルールなどをまとめた『スタンダードづくり』に取り組む学校
や『障がい児・者理解教育』を実践する学校など、集団づくりと授業づくりの両面で支援
教育の推進を図っている。本市では、『授業のユニバーサルデザイン化』から『学校のユ
ニバーサルデザイン化』へ、支援教育の視点を学校生活全般にいかしていく計画的組織的
な取り組みを支援し、広く発信していきたい。
さらに、今年度から本市教育センター巡回相談員により、「１年生サポート巡回」の取
り組みを行っている。１年生すべての児童を対象に、読み書き（かな単語 10 問テスト）の
つまずきの把握および分析、その結果をもとにした行動観察を通して、早期の実態把握と
支援方法の検討を可能にするものである。これまでの２年間で、支援教育研究協力校にお
いて「１年生サポート」巡回を試行実施し、その中で培ったノウハウと効果測定をもとに、
今年度からの本格実施に至った。今後市内全体の取り組みへと広げていき、実態把握と支
援方法についてのさらなる研究を進めていく。
一方で、学校・園でのさまざまな取り組みや実践、センターと連携した新たな取り組み
が行われているにもかかわらず、保幼・小・中・高の縦の一貫した連携の中で、教育的ニ
ーズのある子の「連続性のある支援」や「多様な学びの場」がまだまだ保障しきれていな
いという課題もある。個別の指導計画や個別の教育支援計画の作成・活用、そして引継ぎ
もていねいに進められてきたが、あらためてそうした現状が浮き彫りになり、引継ぎシス
テムの再点検再構築が望まれ、そのための研究研修を進めていく必要がある。
平成 26 年１月の障害者の権利に関する条約批准に伴い、インクルーシブ教育のさらなる
推進が求められる中、子どもとその保護者との合意形成の下、子ども一人ひとりの教育的
ニーズを的確に把握し適切な支援を行っていくために、アセスメントや学習プロセスの検
証力を高めていくことを、私たち教職員は求めつづけていきたい。

（2）研究の進め方
１

研究の対象
支援教育研究協力校である市内小・中学校４校（小学校３校、中学校１校）と
共同研究協力校１校（小学校）の５校

２

研究の方法
・特別教育アドバイザーによる巡回相談および授業研究・校内研修会講話
講師：NPO 法人

ラヴィータ研究所

子ども発達相談センター・リソース「和」所長
S.E.N.S の会大阪支部会事務局長
米田

和子

氏

・月１回の所員会における情報交流
・年度末の支援教育コーディネーター研修会での報告
３

支援教育研究協力校
通常の学級に在籍する特別な教育的ニーズのある児童生徒に対する適切な指導・支援

のあり方と、それを支える校内体制整備について、年間４回の特別教育アドバイザーの
専門的な助言・指導を得ながら、実践的研究を行い、支援教育に対しての教職員の資質
向上と学校組織として学校力の向上を図る。
また、その成果を年度末の支援教育コーディネーター研修会等で報告するなど、本市
のすべての学校・園に普及することにより、本市教育の充実を図る。
＜支援教育協力校訪問スケジュール＞
Ａ小学校

（支援教育協力校２年目）

５／16

校内研修【ユニバーサルデザインの授業】

７／３

授業研究会

１年国語科

10／23

授業研究会

２年算数科

１／27

校内研修【ユニバーサルデザインの授業づくり】（２年間の総括）
Ｂ小学校

（支援教育協力校２年目）

５／29

ケース検討

７／５

授業研究会

７／22

校内研修【ユニバーサルデザインの授業の工夫】

10／24

ケース検討

５年外国語活動

Ｄ中学校（支援教育研究協力校１年目）
５／24

校内研修【ユニバーサルデザインの授業】

７／26

校内研修【ユニバーサルデザインの授業

９／４

ケース検討

11／13

授業研究会

事例交流・協議】

２年家庭科

Ｅ中学校（支援教育研究協力校１年目）
５／28

校内研修【通常の学級におけるユニバーサルデザインの授業とは…】

６／19

ケース検討

11／21

授業研究会

２／14

ケース検討

４

１年美術科

特別教育アドバイザーによる課題提起
４月 15 日、支援教育研究協力校の学校長およびコーディネーターと特別教育アドバイ

ザーの顔合わせをし、研究推進の視点の確認、各校支援教育年間計画の交流、訪問日程
の調整を行った。

＜アドバイザーより４年目への提言＞
授業の中でどれだけ子どもをむすびつけるか…
授業の中で自分の存在がどれだけあるか…
↓
学びの「姿勢」をどうつくっていくか
そのための基盤が『ユニバーサルデザイン』
まず先に形ありきではない
クラスの実態が大事
子どもの実態を把握できているか
個別の教育支援計画について小・中の連携が欠かせない
その連携が、入試や就労への支援へとつながっていく

５

各校所員の研究テーマ

通常学級における支援教育
～ユニバーサルデザインの授業づくりを通して～

Ｂ小学校
小中学校間の引継ぎの充実

通常の学級における発達障がいのある児童・生徒への支援を考えた授業

Ａ小学校

ユニバーサルデザインの授業のより充実した実践
通常学級における障がい理解教育の充実と実践

Ｃ小学校
通級指導教室（ことばの教室）の取り組みについて
～通級での指導、通級指導教室の役割～
～吃音親子交流会について～

Ｄ中学校
個別の支援を必要とする生徒の正しい理解と適切な指導
できることから、みんなでできる授業づくり

E 中学校
学び合いを深めるためのベースとしての
ユニバーサルデザインの授業づくり

（3）研究経過
各校の支援教育の取り組みの進捗状況を交流しあい、実践研究を深めている。先進校の
情報交流や、教育センター研修会の講師より提供いただいた資料・データ提供等、すぐに
役立つ実践紹介も気軽に実施している。
月
４月

内

容

所員委嘱式
研究課題について討議

５月

研究テーマ等の交流

６月

各校の取り組みの交流

８月

各校の取り組みの進捗状況報告
年度後期の計画について

11 月

他校の実践に学ぶ
Ｄ中学校の授業研究会に参加

12 月

教育センターフォーラム発表に向けて
研究紀要作成に向けて

１月

教育センターフォーラム発表準備
教育センターフォーラム発表リハーサル

２月

教育センターフォーラム発表
支援教育コーディネーター研修実践報告準備
研究紀要作成

３月

支援教育コーディネーター研修実践報告
年度末総括
研究紀要完成

第５回

支援教育コーディネーター研修（３／４）
『茨木市の支援教育をふり返って』（実践報告）

Ａ小学校「授業のユニバーサルデザインをめざして」
・ユニバーサルデザイン授業推進のために、コーディネーターとしてどう進めていく
か
・支援グッズ配布作戦→まずは使ってもらう
・意識化をするために研究授業
・取り組みを統一し、ユニバーサルデザインの整理
・個別のニーズに応じて合理的配慮
・通常学級担任と保護者との懇談にコーディネーターも参加
・「聞く」→「聴く」へ
Ｂ小学校「通常学級における障がい理解教育」
・支援を要する子どもがクラスや学年の中でどう受け入れられるか
・スライド劇や支援学級の紹介、交流教育などを通じて、支援を要するクラスの仲間
が何に困っているのかを知る
・クラスの子どもの困り感やがんばりを共有することで、安心して過ごせるクラスに
なる
・今後、障がい理解教育のための各学年に応じたカリキュラムを作成したい
Ｄ中学校「個別の支援を必要とする生徒の正しい理解と適切な指導
できることから、みんなでできる授業づくり」
・支援委員会を中心とした組織体制による取り組み
・教科間、教師間の既存の支援方法の交流
・支援委員会からの支援方法の提案
・保護者との継続的な連携による子どもの支援が必要
・学校の実態に合った形での校内組織との連携が重要

Ｅ中学校「『学び合い』を深めるためのユニバーサルデザインの授業づくり」
・これまでの【コの字型座席】や【班学習】の取り組みに支援の視点を
・自尊感情の低さから学ぶ意欲の高まりへ
・学び合いの中で、子ども同士がどのように関わるか
・ＩＣＴ機器の活用や視覚化により、子どもの支援につながった
・ユニバーサルデザイン化された授業の中での合理的配慮の推進が必要

茨木市の特別支援教育の現状と課題～次年度への期待～
（特別教育アドバイザー米田和子氏より）

Ａ小学校の実践
１．研究テーマ
通常学級における支援教育
～ユニバーサルデザインの授業作りを通して～

２．前年度の取組み
・授業のユニバーサルデザイン化の推進において、以下にポイントを絞って取り組んだ。
構造化…目標の提示と授業の流れのパターン化の研究
視覚化…視覚支援カードの導入、視覚支援タイマー配布、ICT 機器の活用
協働化…学びあい活動
・環境整備
教室前面掲示物の軽減、傘立て、靴置き場、荷物かけフック
・個別の支援計画やメモの作成
・担任、保護者、支援学級担任、児童支援加配教員、支援協力員、ＳＣなどとの連携
・市教育センター巡回相談の活用

３．本年度の取組み
（１）全校的な取組み
前年度の取り組みをまとめた一覧表《資料６》から学年の実態を把握し、引き続き実
施していく支援や新たに取り組んでいく支援方法を考えた。また、以下の取り組みにつ
いては全学年で共通して実施した。
・授業のユニバーサルデザイン化《資料１資料２》
構造化…めあての提示
声のものさし
聞き方・話し方（あいうえお）
視覚化…一日の予定表
視覚支援カードの導入
視覚支援タイマー配布
ICT 機器活用表
協働化…ペア学習など学びあい活動の導入
・環境整備《資料３》
前面掲示物の軽減、傘立て、靴置き場、荷物かけフック、特別教室整備
・研修会（年４回実施）《資料５》
研修会を通してユニバーサルデザインの授業作りについて理解を深める。
・市教育センター１年生サポート巡回の利用と取り組み
支援コーディネーターとの連携し、支援が必要な児童について考えた。

（２）個別の取組み《資料４》
前年度に続き、特別支援教育コーディネーター（５人）を中心に、通常学級在籍で支
援を要する児童について個別の指導計画や支援メモを作成した。また、作成においては、
保護者との懇談会にも２名のコーディネーターが必ず同席するようにし、保護者の願い
や具体的な支援方法について一緒に考えた。

４．成果と課題
※ユニバーサルデザインの取組みの成果と課題について、詳しくは《資料７》参照

【成果◎】
◎支援教育の視点を学ぶことで、各学年に応じて授業の中に『ユニバーサルデザインの
工夫（視覚化、構造化、協働化）』を多く取り入れることができた。
◎一日の予定表を活用することで、子どもたちが一日の活動に見通しを持って安心して
学校生活を送ることができるようになった。
◎『めあて』を提示することで、一時間に何を学習するのかが分かりやすくなり、学習
意欲へつながった。
◎教室環境づくりでは、視覚刺激を少なくしていく工夫や、荷物の整理や管理などにつ
いても環境を整備することができた。
◎１年生サポート巡回から、今後支援が必要になってくる児童についてケース検討会議
を開き、早めに支援することができた。
◎合理的配慮が必要な児童について、コーディネーターと通常学級担任が連携し支援の
方法などを考えることができた。また、保護者との懇談にもコーディネーターを２名
配置することで多様な支援の仕方を考え、通常学級担任をサポートすることができた。

【課題○】
○本校で行われる全ての研究授業の指導案の中に、ユニバーサルデザインの観点を入れ
ることで、次年度からも『ユニバーサルデザインの考え方』を様々な授業に取り入れ
ていく。
○全体を通して「聴く」姿勢が身についてきているが、話の内容を考えながら聴いたり、
自分の体験や考えと照らし合わせながら話を聴いたりしている児童は少ないようであ
る。次年度は、意味や内容を考えながら話を聴く児童が増えるように、学校全体で取
り組みを実践していく必要がある。

《資料１》
授業の構造化
・目当ての提示
・板書のパターン化

・話し方や聞き方のルールの統一

《資料２》
授業の視覚化
・１日の予定表を全学級に導入

・１年生４クラス、２年生４クラス、支援学級７クラスに視覚支援タイマーを導入
低学年は、視覚的にわかりやすいタイマーを使った。
また、中学年からはデジタル式のタイマーを使用して
いるが、児童の実態に応じて導入も必要と考える。

・１年生４クラスに、ノートと同じマス目の黒板を導入
ノートを上手に書ける児童が増えた。
また、「どこ に書くの ？」などの質 問が
少なくなった。

・視 覚支 援カ ード 発表 する 、 話 し合 う 、 考え る 、 読む 、 書 く 、 聞く 、 ⇒ を全 学 級 分 作
成し、授業に活用
今、何をする時間かを 分かりや
すく提示するためのカード。

《資料３》

自分の体操服や傘、水筒等をどこに置けばいい
のかが分かりやすくなった。

くつを自然と並べ
るようになった。

ＰＣルームの、ヘッド ホンやマウスを置く場 所を指示しなくて
も片づけることができるようになった。

《資料４》
個別の取組み
保護者から通常学級担任が相談を受けた児童や個別の支援が必要と学級担任が判断した
児童に対しては、保護者との懇談会にコーディネーターが２名同席し、支援の方法などを
一緒に考え、必要に応じて個別の支援計画を作成したり支援ツールを作成したりした。

担任

コーディ
ネ ー ター

・懇談会の司会、進行

相談

・アセスメントシートの記録
保護者

コーディ
ネ ー ター

・支援方法の検討、提示

保護者や担任と一緒に考えた支援ツール例
（１時間の学習の見通しが持てずに、離席してしまう児童のがんばりカード）

１時間の学習内容
を、担任が記入し、
事前に知らせてお
くことで、１時間
の学習に見通しを
持ち落ち着いて学
習に取り組めるよ

手首の使い方が硬い
…という課題から、
メニューが終わった
ら塗りつぶして楽し
みながらトレーニン
グができる工夫を取
り入れた。

うになった。

がんばったことをし
っかりほめることで、
自信にもつながった。

《資料５》
本年度の支援教育校内研修会（全４回）の内容
第１回研修会（５月実施）
『通常の学級で、どのようにユニバーサルデザインの授業を展開していくのか』をテ
ーマに、米田和子先生から講義を受けた。主に以下の５点について教わった。また、
前年度の取組み（資料１）を振り返り、今年度の取り組みへの手がかりとした。
①授業の工夫（ユニバーサルデザイン）とは
・見通しを持たせることの意味、方法
・学級経営のポイント
・指示の出し方（声の調節、指示の数、ハンドサイン）
・環境設定（ルール、視覚刺激）
②環境の整備について
・刺激の少ない教室とは・・・
③「学びあい」を深める手立てについて
・視覚化（話し合いの台本）
・構造化（目標を示す、１時間の活動を示す、板書で示す、発表のルール）
・協働化（安心して学びに参加させる）
④発達障がいの特徴と支援の基本について
⑤他校の工夫や実践例について（写真や動画で紹介）

第２回研修会（７月実施）
１ 年生 の 国 語 の研 究 授 業 （資 料 ３ ） を通 し て 、 ユニ バ ー サ ルデ ザ イ ン の授 業 に つい
て の具 体 的 な取 組 み を 学 ぶと と も に、 配 慮 が 必 要な 子 ど もに つ い て の 特徴 と 支 援や対
応の仕方などを学んだ。

第３回研修会（10 月実施）
２ 年生 の 算 数 （か け ざ ん ）の 研 究 授 業（ 資 料 ４ ）を 通 し て 、授 業 の 構 造化 （ パ ター
ン 化） や 協 働化 （ 学 び 合 い） つ い て、 方 法 や 効 果な ど を 学ぶ と と も に 、各 学 年 の取組
みを交流した。

第４回研修会（２月実施）
２ 年間 の 取 組 みと 成 果 と 課題 を ま と めた 表 （ 資 料７ ） か ら 、次 年 度 も 継続 し て いく
取組みについて全職員で確認し、また課題は何かを考えて交流した。

ユニバーサルデザインとしての各学年の取り組み（２０１２年度）
生活面

２０１３

・朝の準備、宿題を出す、連絡、水やり

学習面
・黒板とノートを同じマスで書く。

環境面
・机の上に余計なものを置かせない。

帰る準備、体操服などのカード（絵入り）

・名前を呼ばれたら、「はい」と返事をしてから、発表する。

・教室の前面など、刺激の少ない教室に

を黒板に貼って、朝一番にやることや ・友だちの意見を良く聞いて自分も手を挙げる。

１年

資料６

支援教育部会

２０１３年度
・一日の予定
・視覚支援タイマー
・ノートと同じ黒板

そのつどの行動を確認している。 ・始まりと終わりのけじめをつける。
・一日の予定を黒板の端に提示する。

・給食のときにタイマーを使う。
・一日の予定を黒板の端に提示する。

2年

・黒板とノートを同じマスで書く
・子どもたちが見るまで待つ

・教室の前面など、刺激の少ない教室に

・床に机の位置がわかるしるしを書く。

・一日の予定
・視覚支援タイマー

・タイマーを使い、時間に目を向け集中させる

・具体物操作、視覚化の工夫
・ルールを視覚でわかるように提示する。 ・タイマーを使い、時間に目を向け集中させる

・一日の予定を黒板の端に提示する。 ・めあて～ふりかえりまでの授業のパターン化

3年

・教室の整頓（すっきりさせる） ・一日の予定
・座席の配慮をする。

・視覚化
・黒板の書き方とノートを同じに
・一日の見通しを黒板の端に提示する。

・授業中のルールを徹底させる。

・教室の前面など、刺激の少ない教室に

・一日の予定

「友だちの意見を聞いてから手を挙げる。」 ・プールカードなど提出物はいつも同じ場所に。

4年

「名前を呼ばれたら、はいと返事 してから発言する。」

・板書と同じワークシート
・一日の見通しを黒板の端に提示する。 ・プールの授業で札、カードを使う。 ・教室の黒板の周りを、すっきりさせる。

「だまる」「平泳ぎ」「脚」「手」「１０」

5年

・一日の予定

・座席をコの字にして、相手がみえるように

「クロール」など
・ハンドサイン
・一日の予定を黒板の端に提示する。

6年

・声のものさしの提示
・タイマーの使用
・発表のルールを決め、守る。

・一時間の予定を提示する。

・タイマーの使用
・一日の予定を黒板の端に提示する。 ・個に応じたノートの使用
風の子

・始まりと終わりのけじめをつける。

・学年で決めたルールの徹底（中学に向けて）

・一日の予定

・楽しい雰囲気を残しつつ学習に向かえる環境に

・一日の予定
・視覚支援タイマー

ユニバーサルデザインの授業づくり ２年間の取り組み・成果と課題

1年生

視
覚
化

成
果
と
課
題

構
造
化
成
果
と
課
題

協
働
化

成
果
と
課
題

環
境
整
備
そ
の
他

・一日の予定を黒板の端に提示する。
・朝の準備、宿題を出す、連絡、水やり帰る準
備、体操服などのカード（絵入り→文字に変わっ
た)を黒板に貼って、朝一番にやることやそのつ
どの行動を確認している。
・給食のときにタイマーを使う。
・着替え（水泳の時）の手順を掲示した。
・1時間の流れを示す。
・黒板にノートと同じマスで書くことを担任が意識
する。
・声のものさしを使う。

２年生
・一日の予定を黒板の端に提示する。
・朝の準備、宿題を出す、連絡、水やり、帰る準
備、体操服などのカード（絵入り）朝一番にやる
ことを黒板に貼る。
・黒板にノートと同じマスで書く。
・タイマー
・声のものさし

3年生

4年生

資料７

5年生

6年生

・一日の予定を黒板の端に提示する。
・タイマーを使い、時間に目を向け集中させる
・授業の視覚化
・黒板の書き方とノートを同じに

・一日の予定を黒板の端に提示する。授業の内 ・一日の予定を黒板の端に提示する。
容も書く
・タイマーの使用
・板書と同じワークシート
・時計の活用
・視聴覚機器アパメディアの活用（図形・写真・説
明）

・指示を文字化することで、やるべきことがよくわ ・一日の見通しを持って過ごすことができてい
かった。
・何度も質問しなくなった。 る。
・安心してノートを写すこ
こちらからの声掛けも減った。
とができる。
・予定表は見通しが持てた。
・時間を意識できた。
・ノートと同じますの黒板の利用により、ノートが
上手に書ける子が増えた。
▲個別に対応が必要な児童もいる

・一日の見通しが持てて、授業の準備をしやすく
なったり、落ち着いて学習に取り組む児童が増
えた。
・少し
ずつではあるが、時間を意識しながら行動できる
ようになった。
・視覚化により、授業への興味が深まった。ま
た、覚えることの助けにもつながった。

・一日の見通しが持てて、不安なく学習に入れ ・一日の見通しが持てた。次年度は、もう少し素 ・一日の予定がわかり、見通しが持てた。
る。
・板書と同じ
材の良いものにしてほしい。
・自分で計画を立て、活動ができるようになった。
ワークシートを作成することで、書くところを迷わ ▲視覚支援カードは、あまり活用できなかった。 ・授業で何を学ぶのかが分かり、集中しやすく
ずに書ける。
なった。
・視聴覚機器アパメディアの拡大機能を活用す
ることができた。

・名前を呼ばれたら、「はい」と返事をしてから、
発表する。
・始まりと終わりにあいさつをする。
・授業の始めに学習の用意を一斉にする。

・子どもたちが見るまで待つ。
・始まりと終わりのけじめをつける。
・名前を呼ばれたら、「はい」と返事をしてから、
全体に向いて発表する。

・めあて～ふりかえりまでの授業のパターン化
・始まりと終わりのけじめをつける。
・ハンドサイン

・朝の会、終わりの会のパターン化をする。
・全授業めあてを書く。
・授業中のルールを徹底させる。
・名前を呼ばれたら、はいと返事 してから発言
する。
・日付、めあて
・漢字指導パターン化

・『めあて』があるとすることが明確になってよ
い。
・授業のパターン化
は、子供たちに定着した。
・指示や課題を簡潔に、一つずつすることでわか
りやすくなった。

・子どもどうしで、こえかけ（聞きあったり、分から ・授業がパターン化されることで、その授業で学 ・進行のパターン化により、どの子も安心して司 ・授業の流れがわかりやすい。
ないことを質問したり）ができるようになってき
ぶこと、授業で分かったことなどを整理しやすく 会ができた。
▲安心感がうすれ、緊張感がなくなってくる児童
た。
なり、理解へもつながった。
・ノートの書き方をパターン化することで、どの子 もいた。
・授業のパターン化により安心して学習に取り組
も迷わずに習慣的に書くことに取り組めた。
めた。

・ペア学習（同じものさがし）
・グループ学習（力を合わせて）
・けんばんの教えあい。

・九九をとなりの人と言い合うペア学習を取り入 ・グループでの話し合い活動では、進行の仕方
れた。
・音読で友達が読ん や手順を教える。
でいるときに間違っていたら、静かに手を挙げる
活動を取り入れた。

・ペアや班で話し合い活動をし、その後全体への
発表につなげた。
・音読大会に向けて、グループで話し合いを練習
した。
・班で都道府県を暗記した。
・ペアで音読活動。
・調べ学習→新聞づくり→発表をグループで取り
組んだ。

・一日の予定を黒板の端に提示する。
・タイマーの使用

・ハンドサイン
・発表のルールを決め、守る。
・黒板にネームプレートを貼る。
・一時間の授業のめあてを書く。

・自分の意見を持って授業に取り組めるように
なった。
・発表することが
苦手な子も、何らかの方法で自分の意見を示す
ことができるようになった。

・グループでの話し合い活動。
・４人ぐらいの人数で班活動をする。
・学びあい活動。
・発表者のノートを用いて、別の児童に発表、説
明する活動えお取り入れた。

・モデルがあることで、わからない子も理解が高 ・お互いに音読を聞きあえるようになった。
まった。
・読む人は気を付けて読むようになり、聞く人は
▲教師が架け橋にならないとペア学習が成り立 集中して聞けるようになった。
たない児童に対しては個別対応が必要であっ
た。

・グループの話し合い活動に慣れてくると、積極 ・一度、ペアで自分の考えを伝え合うことで、そ ▲グループ交流では、話し合いを深めるところま ・少人数で学びあいをすることで、安心して意見
的に話し合いに参加する児童が増えた。
の後の全体への発表につながり、話し合い活動 で進展できなかった。
を言ったり活動に参加できるようになった。
が活発になった。
・
暗記が苦手な児童も、友達と一緒に声を合わせ
たり何度も練習することで楽しく学習に取り組ん
でいた。
・チーム
で総合の新聞づくりをすることで、アイディアを出
し合い楽しんで仕上げることができた。

・学習のための文具を使いやすいすっきりしたも
ので統一した現在の方法で進めていく。（家庭の
協力も必要）
・机の上に余計なものを置かせない。
・教室の整頓（おき場所を決める）
・提出物は所定の場所に。
・教室の前面など、意識して刺激の少ない教室
にする。
・ルールと時間を意識させる。
・みんな遊び（ソーシャルスキル）

・教室の前面など、刺激の少ない教室にする。
・コの字型や座席の工夫をする。
・床に机の位置がわかるしるしを書く。
▲配慮のいる児童の席がいつも同じようなところ
になってしまう。

・床に机の位置がわかるしるしを書く。
・教室の前面など、刺激の少ない教室にする。
・座席の配慮をする。
・水筒を置く場所など、何をどこに置くかはっきり
とさせる。

・みんなあそび（集団作り）

・グループ毎に絵の具・習字・水筒を置くところを ・教室の黒板の周りを、すっきりさせる。
・教室の黒板の周りを、すっきりさせる。
決める
・通路側には荷物を掛けない。
・雑巾や掃除道具のかけ方を写真で示す。
・何をどこに置くか数字を使ってはっきりさせる。
・ロッカーに名前や出席番号をつける。
・床に机の位置の目印を床に書く。

・友達が一緒に考え聞いてくれる関係を常につ
くっておくことで、どの子にとっても安心して生活
がおくれ、学習にも取り組める教室環境を作るこ
とを学年で目指した。

・声を穏やかにゆっくりにして話す。
・学年で決めたルールの徹底（中学に向けて）
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七

国語科学習指導案
指導者

茨木市立○○小学校

教諭

○○

語や文のまとまりに気をつけて音読している。
書かれている事柄の順序に気をつけながら、内容を正しく読み取っている。

動物の身の守り方について、読み取って書いている。

動物の身の守り方について、読み取った内容を伝え合っている。
互いの音読を聞き合っている。

動物の身の守り方に興味を持って、書かれている事柄を読もうとしている。

日時
平成二十五年七月三日（水） 五時間目（一時四十五分～）
場所
茨木市立春日小学校 一年四組教室
学年・組
第一学年四組 三十四名
単元名
どうやってみをまもるのかな（東京書籍）
単元の目標 文章のまとまりを意識しながら、内容を正しく読み取る。
単元の評価規準

国語への
関心・意欲・態度

話す・聞く能力

書く能力

読む能力

指導にあたって

○○

（一） 教材について
入学後、初めて出会う説明文教材である。本教材の題材は、児童にとって親しみやすい「動物」でありながら、
よく知っている動物ではないものが取り上げられていて、かえっていっそう興味を持って読み進められると考え
る。さらに、身の守り方という視点で書かれているため、読むことによって新たな事実を知る喜びを味わうこと
ができる。
また、文章は同じような構成のくり返しとなっていてとらえやすい。緻密に描かれた挿絵と文とをつないで内
容を理解させ、書かれていることを正しく読み取る学習をくり広げることができる。その過程で、話題提示、問
いかけの文、それに対する答えといった、説明文の基本的な形を学ぶ機会となる。さらに、この教材文で学んだ
述べ方を使って、他の動物の身の守り方についても説明する活動へと発展させていくことができる。

（二）

子どもの様子
本学級の児童は、素直で好奇心旺盛である。読み聞かせの時間や楽しいことに対しては、興味をもち、大きな
反応を返してくれる。入学式での六年生の出しものでは、イスにのって身を乗り出して見ている子が数人いた。
学校生活に慣れてきた子どもたちは、クラス集団の中で起こったことを一生懸命考え、約束を決めてみんなで守
ろうとすることができる。友達に対する思いやりを発揮することができる反面、自分自身の思いを通してしまう
子も多い。生活のなかでの約束は意識できている。その一方で、学習のルールにおいては、なかなか守れない面
がある。例えば、学習の中で、教師の問いにすぐに反応してしまう子が多くそれぞれの思いをつぶやくため授業
がストップしてしまうことがある。また、姿勢の保持が難しい子も多い。常に何かをさわっていないと落ち着か
ず手遊びが目立つ子にも合図を送っている。
学級全体で話す・聞くのルールと今何をする時かの指示をこまめに伝えていく必要がある。一時間の学習活
動の中でパターンが決まっていたり見通しが持てると活動できる子が多くなる。その中に、個別の課題があり
声かけを必要とする子もいる。

支援の必要な児童について
Α……情緒的な課題を持つ。自分の思いが通らないと大きな声で泣くことがある。気持ちを切りかえるのは、早い
が落ち着かない日は、泣いたり大人にべったり寄り添い安心を求めている。不安も強くこだわりも大きい。
一方で周りの情報をたくさん受けてお手伝いや友達への関わりを進んで行うことができる。活動が大好きで
楽しい事には積極的に取り組んでいる。音読が好きで上手に読むことができる。しかし、長時間の集中が難
しく後半の「かく」時間には、紙に落書きをしたり、立ち歩きをすることもある。気持ちが高まり自分が抑
えられず教室を激しく走り回ることがあった。お茶を飲む時間やむやみに立ち歩かないことを丁寧に約束を
し、守れることも増えてきている。常に座席を教師の近くに置き、見通しが持てるように予定を事前に声か
けしている。また、できたことへは、アイコンタクトや「はなまる」の声かけを行ってきた。サポーターの
先生の力も借りて、側で安心して取り組めるよう声かけをしてもらっている。

空間認知が弱くノートの書字や整列で支援を必要とする児童（①）。注意散漫でミスをする児童（②）。
集中の切り替えが苦手な児童（③）言葉や内容の理解が苦手な児童（④）がいる。
※他にも、①②③④のタイプの子がいる。

Β……常におしりがういていたり、口が動いている。友達が大好きで関わりも多く、周りを楽しませてくれること
もある。どうすればいいかわかった事へは、進んで取り組んでいる。一方で、注意の切りかえが弱く課題の
切りかえをしにくい。指示がわかっていなかったり、理解することも時間がかかるようである。ひらがなの
定着ができておらず、読みと文字が一致していない。形を見て正しく写す事は得意である。（短期記憶は、
弱いので近くにお手本が必要である。）頑張りたいという思いが大きいので個別にひらがな指導（読み）を
行いできたことを大切にし、苦手なことがあってもいいと伝えている。
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ができる。

・他の動物の身の守り方を、説明文本文と同じ述べ方で説明すること

・「すかんく」について

・「やまあらし」について
・「あるまじろ」について

それぞれの動物の身の守り方を正しく読み取る。

・文章を４つのまとまりに分けてとらえる。

・文章全体を通読し、内容の大体をとらえる。

学
習
内
容

る。

まえて、他の動物について説明してい

○説明文から読み取った述べ方をふ

る。

○読み取った内容を正しく書いてい

り方を読み取っている。

「すかんく」のからだの特徴や身の守

けながら、
「やまあらし」
「あるまじろ」

○書かれている事柄の順序に気をつ

している。

○語や文のまとまりをとらえて音読

ている。

学習に興味を持って取り組もうとし

○挿絵を見たり文章を読んだりして、

評
価
規
準

（三） 指導について
本教材は、説明文を読むことの学習のスタートである。いままで知らなかったことを知るという、説明文を読
むことの楽しさを十二分に感じさせるようにしたい。学習を進めるにあたって、子どもたちの親しみやすい「動
物」をより身近に感じ、興味を引くために、取り上げられる動物の（大きさ・えさ・てきについての）クイズを
行い、そこから、文章にある身の守り方についての読み取りを進めていきたい。内容の読み取りが苦手な児童も
含め、挿絵を活用して理解を深めていく。１年生の児童にとって自分の考えを書くことはまだ難しいため、ワー
クシートを活用し、読み取りに重点をおいて大切な言葉を書きぬかせる。また、文章を正しく読みとれたかを動
作化やペープサートで表現し、確認させたい。
教材の持つ良さとクラスの実態を交えて興味付けを大事にしたい。また、話す・聞くのルールの一つとして１
つの質問に３人答えるという方法をとっている。そのねらいは、絶対に言いたいというこだわりを持つΑとΒを
含め多くの児童に発言のチャンスを設けることと、発表するときの文型「はい。～です。」の定着と自信をつけ
たいと考えたためである。また、音読の方法の提示を行いスムーズに読めるようにしたい。一時間の流れとゴー
ルを目で見てわかるようにしていく。さらに、自分で考えた答えが友達と同じかどうかを確かめ合う作業を通し
て、言葉で楽しくつながる経験をさせていきたい。
指導計画 （全六時間） 本時（五／六）
八

次
一

二

三

時

九

本時の学習

○ｐ６３～６４を 読む

個別の支援

教師の支援および配慮事項
全体
（・事前に今日の予定を知らせ
ておく。 Α ）

★評価規準
□準備物

★語や文のまとまりをとら

□パソコン

・側について今読んでいるとこ

えて音読しているか。【読】

すかんくのみのまもりかたがわかる

○動物クイズ
・テレビに注目させる。
○本時のめあて（ゴール）
を知る。

学習内容と学習活動

（一）本時の目標
「すかんく」の身の守り方を正しく読み取ることができる。
（二）本時の展開

導入

展開
ろに指をそえる。 Β

□ワークシート
□挿絵
★書かれている事柄の順
序に気をつながら、「すか
んく」の体の特徴や身の守
り方を読み取っている。
【読】

・個別の声かけをする。 Β

○ 書く
・鉛筆マークを提示し、書 ・ことばのカードをわたし、
○ 確かめる
く 時 で あ る こ と を 知 ら ワ ー クシ ー トの 横に 置い て
せる。
書く。 Β
① 「これ」とはなにか
・正しく書けたか隣の人と ・書けたことを評価する。
② 体について
確かめ合う。
Α
③ 質問（問いかけ）
④ 身の守り方
・ 隣 の人 と 確認 でき たか を
手を挙げて確かめ「 OK
」サ
○２段階になっていること ・「てきがきたら」「てきが インを送る。 Α
に気づく
にげないと」の言葉に注
目させる。

・何読みかを知らせる。
【全員読み】
【交互読み】
・挿絵の提示

・ペープサートの形で相手
に伝えられるようにする。

★読み取った内容を正し
く伝えられたか。【話す・
聞く】

□ペープサート
★読み取った内容を正し
く書けたか。【書】

○ 発表する
・動作化をもちいて
・挿絵を提示して

まとめ
・鉛筆を筆箱にしまうよう ・片づけの声かけとお助け。
声かけする。
Α Β
話す・聞く
○わかったこと・気づいた ・話している人の方を見る
事を伝える。
ように声かけする。

・学習してわかったこと・
考えたことを伝える。【話
す・聞く】

算数科学習指導案
指導者 茨木市立○○小学校
１ 日時

平成２５年１０月２３日（水）

２ 場所

茨木市立○○小学校 ２年○組教室

３ 学年・組

第２学年○組 ３７名

４ 単元名

かけ算（１）新しい計算のしかたを考えよう（日本文教出版）

教諭 ○○

５時間目（１時４５分～）

５ 単元の目標 ①かけ算の意味がわかり、式に表したり、読んだりできる。
②かけ算に関して成り立つ性質（かける数が１増えると、答えはかけられる数だけ増える）
を理解し、それをもとに２，５，３，４、の段の九九を構成したり、答えの確かめをし
たりしようとする。
③２，５，３，４、の段の九九を知り、正しく唱えることができる。
④九九の有用性を知り、これを活用することができる。
６ 単元の評価規準
算数への
関心・意欲・態度

・身の回りの生活から、かけ算の用いられる場面を見つけようとして
いる。
・九九のよさを認めて、覚えたり、用いたりしようとしている。

数学的な考え方

・数量の大きさを「単位とする大きさのいくつ分」として考えている。
・九九でかける数が１増えると、答えはかけられる数だけ増えること
をとらえている。

技能

・かけ算の用いられる場面を「×」を使った式で表すことができる。
・九九（２，５，３，４の段）を式で表すことができる。

知識・理解

７

・かけ算の意味や性質、計算の仕方を理解している。

指導にあたって
１．教材について
ここでは、新しい演算として乗法を扱う。乗法は 1 つ分の大きさが決まっているときに、そのいくつ分かに

当たる大きさを求める場合に用いられる。また、同じ数を何回も加える加法、すなわち累加の簡潔な表現とし
ても乗法による表現が用いられる。ものの集まりをいくつかずつまとめて数える活動を通して、数の乗法的な
構成についての理解を図り、ある部分の大きさをもとにして、そのいくつ分として、全体の大きさがとらえら
れるようにする。
乗法九九については、できあがったものを記憶させるだけでなく、子ども自らが構成することを通して学習
したり、答えの数値の並び方のきまりを発見しながら学習したりするなどくふうすることが大切である。
２．子どもの様子
本学級の児童は、素直で好奇心旺盛である。楽しいことに対しては、興味をもち、大きな反応を返してくれ
る。運動会での他学年の団体演技では、イスにのって身を乗り出して見ている子が数人いた。学校生活に慣れ
てきた子どもたちは、クラス集団の中で起こったことを一生懸命考え、約束を決めてみんなで守ろうとするこ
とができる。友達に対する思いやりを発揮することができる反面、自分自身の思いを通してしまう子も多い。

生活のなかでの約束は意識できている。
その一方で、学習のルールにおいては、なかなか守れない面がある。例えば、学習の中で、教師の問いにす
ぐに反応してしまう子が多くそれぞれの思いをつぶやくため授業がストップしてしまうことがある。また、姿
勢の保持が難しい子もおり、特に活動と活動の間の空いた時間にその傾向が多くみられる。
そのため、学級全体で話す・聞くのルールと今何をする時であるかの指示をこまめに伝えていく必要がある。
支援の必要な児童について
Α…… 情緒的な課題を持つ。自分の思いが通らないと感情的になり、手を出してしまうことがある。気持ち
を切りかえるのは早いが、落ち着かない日は、周囲に対して攻撃的になり、いすに軽くぶつかられたり、名札
をつけていない児童がいたりすると、強い口調で迫り、手を出してしまうことも多い。
一方で活動が大好きで、図工は特に強い意欲を持っている。楽しい事には積極的に取り組んでいる。算数は
得意で、授業では他の教科よりも挙手が多いように感じる。
しかし、長時間の集中が難しく、特にお腹が空いてくる３・４時間目になると、姿勢が大きく崩れ、立ち歩
きをすることもある。気持ちが高まり自分が抑えられず教室から飛び出してしまうことがあった。
Β……友達が大好きで関わりも多く、周りを楽しませてくれることもある。どうすればいいかわかった事へは、
進んで取り組んでいる。
しかし、自己中心的な傾向が強いため、他の児童のことを考えてあげられることは少なく、友人とのトラブ
ルは多い。
授業時には落ち着きがなく、常におしりがういていたり、口が動いていたりしている。集中力の持続が難し
いようである。
A、B の両名とも学習内容は理解できているため、どのようにして学習活動に集中させていくかが大きな課
題となっている。
３．指導について
子どもたちは、これまで大きな数を「２とび」や「５とび」を使って数えて、その数え方のよさに気づいて
いる。そこで、これらの既習知識を生かして、「ほかの数でも数えられないか」と発展的に考えさせるように
する。
また、「かけ算」は、日常生活にも密着しているため、子どもたちが「かけ算」の場面を生活の中から見つ
け、学習したことをすぐに生活の中で役立てることができるようにしたい。なので、学習においても、身近な
生活経験の中から具体例を挙げ展開することを心掛けていく。

８
次

指導計画 （全１１時間） 本時（７／１１）
時

１ １

学習内容

評価基準

・同数ずつの集まりをもとに数を考え

○同数ずつの集まりに着目し、くふうして数の数え方

る。

を考えている。
○「いくつずつ」
「いくつ分」の考え方で数を数え、こ

２

・「単位とする大きさのいくつ分」とし

とばで表すことができる。

て数量の大きさをとらえる。

○かけ算の意味、式の表し方、よみ方を理解している。

・かけ算の意味、書き方を知る。

○かけ算の場面を式で表し、答えを求めることができ
る。

・かけ算の場面を式に表し、答えの求め
方を考える。
２ ３

・２の段の九九を構成する。

○乗数が１増えるごとに積は被除数だけ増えるという
性質を用いて、九九の構成を考えている。
○九九の用語や２の段の九九の構成を理解している。
○２の段の九九を正しく唱えることができる。

４

・２の段の九九を適用する。

３ ５

・５の段の九九を構成する。

○乗数が１増えるごとに積は被除数だけ増えるという
性質を用いて、九九の構成を考えている。
○５の段の九九の構成を理解している。
○５の段の九九について、答えの並び方のきまりを考
えている。

６
４ ７

・５の段の九九を適用する。

○５の段の九九を正しく唱えることができる。

・３の段の九九を構成する。（本時）

○乗数が１増えるごとに積は被除数だけ増えるという
性質を用いて、九九の構成を考えている。
○３の段の九九の構成や「１あたりの数」「いくつ分」
の用語の意味を理解している。
○３の段の九九を正しく唱えることができる。

８

・３の段の九九を適用する。

５ ９

・４の段の九九を構成する。

○乗数が１増えるごとに積は被除数だけ増えるという
性質を用いて、九九の構成を考えている。
○４の段の九九の構成を理解している。
○４の段の九九を正しく唱えることができる。

１０

６ １１

・４の段の九九を適用する。

・学習のまとめ

○「たしカメぽいんと」に取り組み、学習内容につい
ての理解を確かなものにする。

９

本時の学習

（１）本時の目標
かけ算に関して成り立つ性質（かける数が１増えると、答えはかけられる数だけ増える）を理解し、それを
もとに３の段の九九を構成しようとする。
（２）本時の展開
学習内容と学習活動

導入

○三色だんご（３こ）の絵

教師の支援および配慮事項

★評価規準

全体

個別の支援

□準備物

・テレビに注目させる。

・テレビに対する反応

□パソコン

○本時のめあてを知る。

が大きくなりすぎる可
能性があるので、電源
を入れる前に、学習の
ルールの確認を行う。
(A・B)

３のだんの九九のきまりを見つけよう。
展開

○３の段の九九をつくる見

・「３こずつ」「○人分」とい

□ワークシー

うことから、３の段の九九を

ト

調べることをおさえる。

★３の段の九九

・２の段や５の段で見つけた

を意欲的に構成

きまりと比べさせ、同じよう

しようとしてい

・３×１から３×４までを調

に３の段でも適用できるだろ

る。
【関】

べて、どんなきまりがある

うという見通しを持たせる。

か見通しを立てる。

・
「いくつ分」と「ぜんぶの数」

通しを立てる。
・ｐ１３の問題文を読み、本
時の学習課題をつかむ

のことばを使って、３の段の
きまりを予想させる。
※「１あたりの数」は赤、
「い
くつ分」は緑、ぜんぶの数は
青で表示するようにする。
○３の段の九九を完成させ

・早く完成させた

・常に活動の時間を作

★乗数が１増え

る。

児童には続けて気づいたこと

ることで、児童の集中

るごとに積は被

・考えた道筋や解決の途中で

の記述をさせる。

が他に移らないように

乗数だけ増える

する。(A・B)

という性質を用

気づいたことなどを発表す
る。

いて、九九の構
成を考えてい
る。
【数】

・２の段、５の段と同じよう

★３の段の九九

○３の段の九九のきまりを

に、３の段でも同じきまりが

の構成や「いく

まとめる。

通用することをとらえさせ

つ 分 」「 全 部 の

＊いくつ分が１増えると、ぜ

る。

数」などの用語

んぶの数は３増える。

の意味を理解し
ている。
【知】

○３の段の式となる問題作
りを行う。

・グループごとに担当の「い

くつ分」の部分の数字を変え、 すぎないよう、
「声のも
１あたりの数が３のもので問

のさし」を用いて、指

題を作らせる。

導を行う。
（A,B）

・
「１あたりの数」
「いくつ分」
「ぜんぶの数」にあたる部分
をおさえながら、問題が成り
○グループごとに作った問

・話す声が大きくなり

立っているかを確認させる。

題を発表する。
まと

○本時の学習でわかったこ

・２の段、５の段、３の段を

め

となどを交流する。

ふり返り、同じきまりがほか

・本時の学習でわかったこと

の段にも当てはまるのではな

や自分の気づきなどを発表

いかと発展的にとらえさせ

する。

る。

３のだんの九九のきまりを見つけよう
２年（

）組（

）

○３のだんの九九をつくりましょう。
だんご
１本

２本

３本

４本

５本

６本

７本

８本

９本

しき
さん

三

が

３×

＝

さん

三

が

３×

＝

さん

三

が

３×

＝

さん

三

が

３×

＝

さん

三

が

３×

＝

さん

三

が

３×

＝

さん

三

が

３×

＝

さん

三

が

３×

＝

さん

三

が

３×

＝

○３のだんのきまりをよそうして書いてみよう。

３のだんの九九のきま

☆（

）のだんは（

ると、（

）が（
）は（

）ふえ

）ふえる。

○３のだんの九九をつかうもんだいを作りましょう。
□３×（

）のもんだい

●

●

○３のだんの九九について気づいたこと、わかったことを書きましょう。

Ｂ小学校の実践
１．研究テーマ
①ユニバーサルデザインの授業のより充実した実践
②通常学級における障がい理解教育の充実と実践

２．これまでの取り組み
H22 年度
これま での支 援教育 研 究部会 では、 支援学 級 在籍児 童の研 究活動 が 中心で あった が、
少しずつ通常学級の教室環境のことなどが部会の中で検討されていく。
・ 授業内容でめあてを書く。
・ １日の授業の流れを提示する。
・ 授業内容の構造化をめざす。
・ 教室を片づける。（特に教室の前面）
・ 各教室に学級図書のための３段ボックスを設置する。
・ 後ろの棚に体操服を入れるカゴを配布する 。

H23 年度
通常学級に在籍する発達障がいの子どもの増加や若い教職員の増加などにより、通常
学級において支援を必要とする子どもに視点をおいて研究していく方向にかわっていく。
支援教育部会の研究テーマを
「子どもが安心できる教室環境とわかりやすい授業をめざす」にする。
・視覚支援について各学年の実践を報告しあい研究する。
・手さぐりで、初めての支援教育部会からの研究授業を行う。
「学級担任・専科が進める教室での特別支援の視点を持った授業」
・夏季校内研修「学習に困り感を持つ子どもへの手立てについて」
・意欲的に「児童が読む」ことについて研究する。
・水とうカゴを統一して、各クラスに配布を決定。
・雑きん置き場の置き方の統一を決定。
（・全員思考、全員発言の授業をめざす。）
（・ノートの書き方で日付け、めあてなどを統一する。）

H24 年度
市教育センター所員会に参加。研究協力校１年目。
支援教育部会では、教室環境と授業のユニバーサル化の研究の２年目となる。
支援教育部会の研究テーマを、
「子どもが安心できる教室環境とユニバーサルな授業をめざす」にする。
・ユニバーサルデザインの授業（支援教育部会が中心となって活動）
①校内研修（米田先生の講話）
・「ユニバーサルデザインの授業の工夫」
・「個別の指導計画について」
②研究授業（支援の視点を意識して）
・

６月

算数

・１０月

国語

H25 年度
所員会、研究協力校２年目。
支援教育部会では、教室環境と授業のユニバーサル化の研究の３年目となる。
支援教育部会の研究テーマについては、
「 子 ど も が 安 心 で きる教 室 環 境 と ユ ニ バ ーサル な 授 業 を め ざ す 」 をもう１ 年継 続し 、
充実していくことをめざす。
・ユニバーサルデザインの授業（支援教育部会が中心となって活動）
①校内研修（米田先生の講話）《資料１》
・模擬授業を通しての授業作り 10 のヒントの実際
・考える余地のある教材や授業の展開
②研究授業（支援の視点を意識して）《資料２》
・

７月

外国語

・１０月

総合学習、視覚障がいについて

・１１月

国語

③巡回相談
５月 29 日、10 月 24 日

３．２年間の取り組み
研究協力校としての２年間で、学校全体で理解し取り組んだ事、また、取り組みつつあ
るもの、その成果と課題を含めて次の観点にまとめた。
（１）ユニバーサルデザインの授業のより充実した実践

Ａ

①

教室環境

①蛍光チョーク購入…学年で６色（赤、青、黄、オレンジ、
緑、紫）１箱ずつ購入。普通のチョーク
よりよく見える。（メーカーにもよる）
②漢字黒板作成…夏休みに支援教育部員で作成。子どもに

②

分かりやすいが、マジックが消えにくく
使いづらい。
③水とうカゴの配布…おおむね好評。カゴのサイズは学年に
よって検討が必要。
④体そう服入れのカゴを配布…おおむね好評。

④

③

⑤雑巾置き場の統一を実施…おおむね好評。

ぞうきんのかけかた

たな

つくえ

⑤

こくばん
ゆか

そのた
⑥テレビの位置変え…各クラスにあるテレビを少し高くし、傾斜を
つける。クラス全体に見やすくなった。
⑦テレビ台カバー作成…各クラスのテレビの下の棚にカバーをつけた。
支援教育部の教師で、布を切り端をミシンで縫い、
各クラスに配る。

⑦

Ｂ

ＴＶ台カバー

⑥

全体指導の中で 、ユニバーサルデザインの工夫

視覚化
□テレビ、タイマーはほとんどのクラスで
取り入れられている。
□手順などを図式化（主に低学年）。

□教科書表示…縮小コピーした教科書を黒板にはることで、子どもたちは、教科書を机
の上に出し、70 ページを開けて準備することが、てきぱきできるようになった。
□鉛筆のマーク…黒板に書いた字の横に鉛筆のマークをはることで、どの色でかけばい

鉛筆のマーク

いのか、目でわかるようになった。

教科書表示

□おへそビーム…机の中央の上にシールをはり、
おへそビームが出ているいと言うことで、おへそ
を机の中央に持ってきて、姿勢を正そうとする。

構造化
・ほとんどのクラスは、１日の時間割を黒板に表示。１時間の授業の流れの表示は、算
数などでは、流れを表示しやすく多くのクラスでされているが、他の教科では定着し
にくい。
・パターン化され、分かっている授業の流れは、表示しなくても子どもたちは理解して
行動をしている。

協働化
・ペア学習、グループ学習など話し合い活動を取り入れた
授業づくりで協働意識を高めた。
・話し合いのマニュアルを研究授業で取り入れた。
ノート指導

子どものノートのマス目に合わせて、板書。
子どもが迷わない。
書画カメラにノートを写し、一緒に書く。

その他

わかりやすい板書。全員発声。
フラッシュカードなどでテンポ良く。

話し合いのマニュア ル

C

個別指導・支援にかかわって、ユニバーサルデザインの工夫

・ ヒントカード…板書するところを前もって紙に書き、
板書の苦手な子どもにわたす。とても有効！
・ 赤えんぴつ指導…教師が赤鉛筆で子どものノートに下書きし、
板書をしやすくする。
・ マスキングテープ…分度器などを固定するために使う。
うまく分度器を扱えない子に有効！
マスキングテープ

ヒントカード

D

巡回相談、研究授業、校内研修からユニバーサルな授業を考える

・教師の発問の精選が大切。授業の中で余計な言葉は使わない。
・一人ひとりの子どものつまずきには、一人ひとりに合わせた別の支援がいる。
・エネルギッシュな子はエネルギーを無理に止めるとマイナス方向に出てくる。
大きな枠組みの中で、能力を発揮させる。
・子どものタイプによって、指導方法を考える。
ＡＤＨＤ…ふりかえらせ、どうしたらいいか一緒に考える。
状況は読めているが行動がとめられない。
広汎性発達障がい…独特な考え方をするので、受け止める。でも、行動は修正する。
きちんと整理する。
アスペルガー症候群…状況がわからない。

【トラブルも子どもによって、対応が違う】
ＡＤＨ Ｄ…カ ッと なる が、後 でトラ ブル の意 味が分 かる。 全体 の流 れは分 かって い
る。コントロールの弱さがある。カッとなりやすい状況、場所を避ける。
特定の人とトラブルになりやすい。
広汎性 発達障 がい …ト ラブル の意味 が分 かり づらい 。１つ １つ 整理 して、 つきあ わ
せる。納得させることが必要。きっちりするタイプ
ＬＤ（言葉の少ない）…言葉が出なくてトラブルになる。言葉を代弁してやる。「こ
ういう気持ちやな」など。

（２）「障がい児理解教育の実践」
常々、支援を必要とする子どもたちは、高学年になるにつれて孤立化やいじめの対象
になる可能性が高くなるように感じていた。それを解消する一つの方法として、系統立
てた障がい理解教育が必要だと思い、２年前から取り組んでいる。
具体的には、障がい理解教育を以下の４つの視点から考えた。
①「一人ひとり違う」ということへの理解
②支援学級のことを知ること
③「分かりやすい障がい」の学習
④「分かりにくい障がい」の学習
≪24 年度≫
①スライド劇「十人十色なカエルの子」の作成と上映
支援教育部会と支援学級担任が中心になり、発達障がい児をカエルに見立てたスライ
ド劇「十人十色なカエルの子」を録音し、放送朝会で全クラスにＴＶ放映。

〈成果と課題〉
・子どもたちは声の主が知っている先生なので、とても注目した。その後は、ＴＶに集
中して内容に見入っていた。校内の先生の手作りのところが良かったと思う。
・内容は、低学年には少し難しいところもあったようだが、各担任が説明を加えて補っ
てもらった。
②－１支援学級紹介（１～３年）各クラス１時間
学年ごとに支援学級のことを紙芝居と人形劇で紹介した。その後、支援学級の見学と
トレーニングルームで簡単な体験を実施した。
支援学級在籍児童のことを理解してもらうため、逆上がりができるようになるのは人
それぞれで、すぐできる人もあれば、なかなかできない人もいる、という紙芝居から、
一人ひとり『みんなちがってあたりまえ』ということを強調。そして「それぞれに合っ
た勉強をするところ」として、支援学級を紹介した。

〈成果と課題〉
支援学級がどんなところか、何をしているのか、どんな先生がいるのか、子どもたち
に理解してもらういい機会になった。うわさや勝手な思い込みによる情報でなく、正確
で共通した情報を認識してもらえたと思う。
②－２休み時間を活用した交流教育
・支援学級で企画した『スライム作り』に各クラスの子どもたちを招待して、支援学級
在籍児童が手伝ったり、いっしょに遊んだりして通常学級児童と交流した。
・また別の機会に、『おみくじを引き、皿回しを作って遊ぶ』を実施した。

〈成果と課題〉
通常学級の子どもたちは、支援学級在籍の子どもたちや先生とふれあうことで、より
身近に感じるようになったと思う。また、支援学級在籍の子どもたちは、自分たちのホ
ームグラウンドに迎えることで、自然体で役割を果たすことができたと思う。さらに、
回数をこなすことで、支援学級在籍の子どもたちは手際がよくなり、通常学級の子ども
たちと接することも堂々と自信を持って行えるようになってきた。
③○○で歩く（４年）各クラス１時間（２学期）
重度の肢体不自由者がベッド型の車いすで旅をする様子を、紙芝居と子どもたちへの
問いかけを通して、主人公の置かれている状況、その気持ちなどを学習した。

〈成果と課題〉
バリアの授業の後、大きなバリアのある人の話として、重い障がいのある人を取り上
げた。子どもたちはいろんな感想を書いてくれたが、人とつながり、協力していくこと
が大切だということは、バリアの授業以上に理解していたようだ。
④バリアの授業（４～６年）各クラス１時間
・見えにくく分かりにくい発達障がいを理解するための授業。
通常学級にも発達障がいがある子どもが増えてきている。その子どもへの指導が特別扱
いと感じるまわりの子どもたちへの説明が難しい。一人ひとりの違いをも含めて、発達
障がいを教えたいし、考えてほしいという思いで、この授業を考え実践した。
・前年度に行った障がい理解の授業で『障がい』という言葉を使ったが、『障がい』とい
う言葉が児童によっては、特別に深刻なものというイメージがある。それで、自分の思
い通りにいかない障害物をバリアととらえ、「自分の短所」「苦手なもの」「障がい」
などすべてを“バリア”という名で表現し、自分たちの中にあるバリアを考えさせた。
また、他にどんなバリアがあるか、みんなの知らないバリアもあるということを授業で
紹介。最後にバリアを乗り越えるには、みんなの協力が大切だとしめくくった。

〈成果と課題〉
子どもたちはバリアを通して、自分の短所、苦手なものと向き合い、乗り越える方法
を考えてくれた。その後、みんなのあまり知らない大きなバリアのあるトム・クルーズ
の話をすることで、すごく引き込まれたようだ。あれだけ有名な人も大きなバリアがあ
り、それを乗り越えて活躍していることに勇気をもらったと書く子もいた。自尊感情が
低いのか、他人が完璧に見えて、完璧な人間なんていないということを知り、安堵する
ような感想が多かった。
≪25 年度≫《資料３》
①スライド劇「かっくん、どうしてボクだけしかくいの？」
の作成と上映
支援教育部会が中心となって、放送朝会で全校生徒に
絵本の読み聞かせを行う。内容は、丸い人々の社会で形が
違う四角いかっくんが生まれる。友だちの仲間に入れても
らえなかったが、一つのきっかけで、友だちとして認めら
れる話。

〈成果と課題〉
全体的に好評だった。「一人ひとり違う」ということへの理解につながったと思う。
今後このような取り組みを続けたいが、教材の選択が難しいと思われる。
②Ａ君、Ｂ君への理解教育の授業
「一人ひとり違う」ということへの理解で、２年生全員を１教室に集め、同学年のＡ
君とＢ君について紹介した。授業は、Ａ君Ｂ君、各１時間ずつ行った。彼らの母親も参
加した。
(1)一人一人みんな違うということを確認して、Ａ君Ｂ君の情報を共有する。
(2)「自分たちは、友だちとして、どう関わっていけるかを考える」をめあてとした。
授業では、未熟児で生まれたＡ君について、重さや大きさを砂糖１袋や人形を使って
分かりやすく説明した。また、ダウン症のＢ君の場合、染色体の話は難しいが、避けら
れないと判断してできるだけ分かりやすくその説明も加えた。

〈成果と課題〉
インタビューから、お母さんの『命が助かってほしい』『命の大切さ』という思いは
伝わったと思う。子どもたちからは、「Ａ君、Ｂ君のことを知って良かった」「なんで
小さくうまれたんだろう」「大変な病気（心臓の血管に穴があいていた、頸椎がずれて
いるなど）があるとは知らなかった」などの感想があった。
２年生としては、しっかり考え、子どもなりに一生懸命文章にしていたと思う。
③研究授業「障がい理解教育

視覚障がい」（４年生、各クラス２時間）

視覚障がいの授業をユニバーサルな授業の今までの実践、「視覚化、構造化、協働化」
を取り入れ、分かりやすい授業を計画、実践した。内容は、パワーポイントでの話と子
どもたちのアイマスク体験である。
単元の指導計画（２時間）
時
学習活動
1 1.画面（スライドのヒント）を見ながらど
この学校か考える。
本 2.アイマスクをして、手にあるものは何か
時
考える。
①牛乳キャップとペットボトルのふた
②５円玉と 50 円玉
③文字の切り抜き
を渡し、何かを考える。

指導上の留意点・支援
・ヒントとなるポイントを確認する。
・アイマスクをする前に、手順を説明
する。
・アイマスクの体験での気づきを詳し
く文章にさせる。
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1.アイマスクをして、手引きの人と歩く。
2.交代して、手引きする。
3.どうしたら安全に歩けるか、話し合う。
安全に手引きする方法を教える。
4.確認して、もう一度、ペアで歩く。

・アイマスクをしている児童の安全に
配慮する。
（体育館で、マットやコー
ンを置く）
・支援者（手引き）が安全に支援する
方法を身につける。

体 育 館
マット
Ｓ

〈成果と課題〉
子ども達に体験させることで、目の見えない人の大変さや不便さを感じ、安心できる
誘導（手引き）の仕方も考えることができたと思う。

４．２年間の取り組みの成果と課題
・ユニバーサルデザインの授業の中心となる「視覚化」「構造化」「協働化」は学校全体
で理解され、通常の授業でもどんどん取り入れられてきた。それにともなって落ち着い
た授業ができているクラスが多くなってきた。
しかし、転勤などで教師の異動が多く、新しい教師への説明や理解不足から、徐々に徹
底されなくなってきている面もある。年度初めに確認する、常時説明するなど工夫をし
て、徹底する事が課題である。
・個別対応の支援でもいろいろ工夫されてきている。研究授業で、ヒントカードや赤鉛筆
指導など教職員間で共有でき、板書や作業のちょっとした支援として、ふだんの授業で
も取り入れられてきている。
・特に今年度は個人に合わせた支援の方法に注目した。問題点やトラブルを個人個人（Ａ
ＤＨＤ、自閉症などでは対策が違う）に焦点をあて、その対策を学習した。これは、日々
の生活や学習の場のトラブル解決に役立っている。
・障がい理解教育の実践を通して、支援学級がどんな所か、何をしているかを理解し、支
援学級に対する誤解がなくなってきた。在籍児童も劣等感が少なくなってきたように感

じる。
・今年度行った「Ａ君、Ｂ君への理解教育の授業」は、クラスの子どもたちに理解しても
らうために、できるだけ支援を要する児童のクラスや学年で行うことが必要だと考える。
この授業を行って、子ども同士のトラブルも少なくなり、助け合っている場面を多く見
るようになった。だが、これは保護者の理解やクラス集団の様子なども考慮し慎重に行
っていかねばならない。
・見えにくく分かりにくい発達障がいを理解する授業が難しい。この分野の教材発掘、ア
プローチの仕方など工夫して、今後、子どもたちへの理解を促していくことが課題であ
る。
・障がい理解教育は、子どもたちの発達段階に応じて、学習内容を検討し継続して続ける
ことが課題である。各学年のカリキュラムの作成につなげていきたい。

資料 1》

支援教育校内研修会
２０１３．７．２２

テーマ

模擬授業を 通しての授業作り１０のヒントの実際
考える余地 のある教材や授業の展開
講師

米田和子先生

米田先生のお話から
・注意拡散型→ＡＤＨＤタイプ
・情報過集中型→アスペルガータイプ
同じような指示を出しても聞き方、受け止め方がみんな違う。
ＰＩＳＡ型説明文読解法→大まかに読み取って自分の考えを言える。
全員ノートにかいていた。→完全に読み取れてはいないが自分の思いを出していた。
学びあい →全員が同じレベルで理解することではなく一部だけでも参加できること。
フィンランドでは、自分の学びを大事にするが日本では学びを放棄する子が多い。
広汎性発達障がいタイプの子どもは脳の働きによって違うところを見てしまう。
学びあいの条件 →視覚化・構造化
・板書の途中で子供たちを見る。→実践的思考
・拍手→自分の意見を安心して言える。
・ペア学習→隣の子に言うことでいろんな子が発表しようとした。初めて発表した子が
いた。
・ノートのマスについて
書くことを放棄してしまうのでマスを選択させている。学年の統一のノートでかけて
いればそれでよい。
・学級全体のルール→集団で受け止めあうためのルール
人を傷つけない、自分を傷つけない
応用行動分析療法
トラブルがどこで、だれと、どんなときおこるかを分析する。
→その前の状況をかえる、対応をかえる。
広汎性発達障がいタイプの子ども→やることを指示
ＡＤＨＤタイプの子ども→動きをもたせる。

環境をかえると良くなる。

その子の能力で頑張っていることを評価。目標は高める。楽しむものにする。

授業作りの 10 のヒント
学びのルールが決まっていると安心して学習できる。
発問は、どの言葉を投げかければ子どもがだしてくるか考える。
スキルタイム（授業の５～10 分）は高学年になるほど大切でその授業がわからなくても
達成感を持たせることができる。

質疑応答
クラスの実態によってやり方を選ぶ。そのクラスにとって必要なことをする。
感覚過敏・・・暑くなると不調→体をひやしてあげる。冷水を飲ませる。
保健室でクールダウンする。
ＡＤＨＤ・・・ふりかえらせ、どうしたらいいか一緒に考える。
状況は読めているが行動がとめられない。
アスペルガー・・・状況がわからない。
広汎性発達障がい・・・独特な考え方をするので、受け止める。
でも行動は修正する。きちんと整理する。

《資料 2》

支援教育（外国語活動）

学習指導案
授業者

１．日

時

教諭

○○

○○

平成 25 年（2013 年）７月５日（金）
第５校時（13 時 45 分～14 時 30 分）

２．学年・組

５年○組

３．場

５年○組教室

所

４．単元名

（男子 19 名

女子 17 名

計 36 名）

好きなものを伝えよう

５．単元の目標
・好きなものを積極的に伝えようとする。
（積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成）
・好きなものを表したり尋ねたりする表現に慣れ親しむ。
（外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しむ）
・日本語と英語の音の違いに気づく。
（外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しむ）
６．指導にあたって
本単元では、児童がよ く見たり聞い たりする 身の回りの英 語や、好 きなものや嫌 いなも
のについて伝 えたり尋 ねたりする表 現を使用 する。友達の 好きなも のを知ること は、良好
な友達関係を 築き、さ らに友達関係 を深くす るきっかけに なると考 える。また、児童 が自
分のことを知 ってもら えた喜びや分 かり合え た喜びを感じ 、互いの 信頼関係を深 めてほし
いと願ってい る。さら に、自分の好き なもの を伝え合う活 動を通し て、英語で積極 的にコ
ミュニケーシ ョンを図 ろうとする意 欲を高め ることをねら いとして いる。英語で の培われ
たコミュニケ ーション 能力を、さま ざまな場 面に生かせる ように指 導したい。

７．児童について
外 国 語 活 動 は 、第５学年から始まった初めての学習であり、毎週の授業では、どの児

童も“英語が楽しい”と感じられるように歌やゲームを取り入れ、楽しく英語学習に
参加できるようにしている。その結果、積極的に英語学習に取り組むことができ、歌
を歌ったりゲームをする際には、教室に元気な声が聞こえる。一方、各自で挙手して
質問に答えたり、意見を述べたりする児童がほぼ固定化されていることや、発表の際、
恥ずかしさが見え隠れして声が小さく聞き取れない児童がいるなどの課題も抱えてい
る。したがって、自分の好きなものを伝える活動を通じて、英語を使って自分の思い
を伝える喜びや友達の思いを聞き取る喜びを獲得させ、自信をもって英語学習に参加
できるようになることを望んでいる。
８．個別支援が必要な児童
Ａさん
Ａは、授業中とても大人しい児童である。各教科の授業では、授業内容や問題の解
き方、答えが分かっても分からなくても、表情をほとんど変えずに席に座っている。
座席近くでノートを確認すると、黒板に書いたことがきちんとかけていないこともあ
る。外国語活動においては、自信のある質問に対しては、挙手して答えることもある。

さらに、ゲームなどには意欲的に取り組む姿勢もある。したがって、分かりやすい説
明と手順の確認を大切にし、楽しみながら学習を進められるようにしたい。さらに、
良かった点・頑張っていた点を具体的にほめ、自信をつけさせたいと考えている。

手立て
・他の児童が発言したあとに発言させ、まねをすれば答えられるようにする。
・口頭支援に加え、視覚支援を取り入れる。
・興味関心が向上する教材。
Ｂさん
Ｂは、週に２、３日は始業開始に間に合わず、15～20 分程度は遅刻する。また、授
業中では落ち着きがなく手遊びもあり、集中できないことが多い。学習の理解力は中
程度だが、継続する力に乏しいため定着度が低い。小さなことでも褒めると意欲が向
上するので、褒めながら指導することを心がけたい。そして、学習意欲の向上につな
げたいと考えている。
手立て
・口頭支援に加え、視覚支援を取り入れる。
・興味関心が向上する教材。
９．単元計画（全４時間）
時

目標と主な活動及び評価【評価方法】
目

標

自分の好きなものの言い方を知る。
①好きな色・食べ物・スポーツ・動物の言い方の練習。

１

活

動

②自分の好きなものの言い方の練習。
③振り返り。

評

価

【評価方法】
目

標

・自分の好きなものの言い方を知る。
・活動に積極的に参加し、友だちと適切にコミュニケーションを
図ろうとする。（行動観察）
自分の好きなもの言い方とその尋ね方、答え方を知る。
①自分の好きなもの言い方の復習。

活

動

②自分の好きなもの言い方とその尋ね方、答え方の練習。
③振り返り。

２

評

価

【評価方法】
目
３

標

・自分の好きなものの言い方と尋ね方の英語に慣れ親しむ。
・活動に積極的に参加し、友だちと適切にコミュニケーションを
図ろうとする。（行動観察）
自分の好きなものの言い方の会話練習をする。
①自分の好きなもの言い方とその尋ね方、答え方の練習。

活

動

②自分の好きなものの言い方の会話練習をする。
③振り返り。

・自分の好きなもの尋ねたり、尋ねられて答えたりする英語に慣
評

価

【評価方法】

れ親しむ。
・活動に積極的に参加し、友だちと適切にコミュニケーションを
図ろうとする。（行動観察）

目

標

自分の好きなものを伝え合う。
①二つのグループに分かれ、自分の好きなものを伝え合う

４

活

動

②聞き取ったメモをもとにした「私は誰でしょうクイズ」を行う。
③振り返り

本
時

・自分の好きなものを伝える英語に慣れ親しむ。
評

価

【評価方法】

・友達の好きなものを会話から聞き取れている。
・活動に積極的に参加し、友だちと適切にコミュニケーション
図ろうとする。（行動観察）

１0．本時の目標
・友達と積極的に会話し、自分の好きなものを伝え合う。
１1．本時の評価規準
・自分の好きなものを伝え合う活動を通して、英語に慣れ親しむ。
・活動に積極的に参加し、友達とコミュニケーションを図る。
１2．扱う表現
I like ～.
Do you like ～?
Yes, I do. I like ～.
No, I don’t. I like ～.
１3．教材等
曜日、月、天気の絵カード
色・食べ物・スポーツ・動物などのフラッシュカード
インタビューシート
ふり返りカード
１4．展開
過

児童の活動

担任の活動

使用する言語材

程

挨

料

支援（◎）、評価（○）、 個別支援
指導上の留意点（・）

学級担任と、 クラス全体

Let's

英語による

lesson. Yes let’s.

に入れるように、しっか

挨拶に慣れ

Good afternoon

りと声を出させる。

る。

everyone.

拶

と挨拶する。

体調や天気、

How

体調や天気、

曜日、月日に

today？

曜日、月日に

ついて一人ひ

How

start

are

is

English

you

・外国語活動にスムーズ

友達の発
表を聞い

the

weather?

て、まね

ついての問い

とりに問いか

What day is it today？

をして話

かけにしっか

ける。

What’s the date today?

すことが
できるよ

り答える。

うにす
る。
フラッシュ

フラッシュ

顔をあげ

復

カードで単

カードで単

るように

習

語の復習を

語の復習を

指示す

する。

させる。

る。

フラッシュ

・両手をきちんと頭上に

フラッシュ

カードを使

置かせ、ルール違反がな

ルールが

カードを使

ってキーワ

いように指導する。

把握でき

ってキーワ

ードゲーム

ているか

ードゲーム

させる。

声をかけ

をする。

て確認す
Ａ :Hello. My name

会話の復習
をする。

is

◎会話文を黒板に掲示

会話の復習

～ .What’s your name?

して、分かりやすく示

をさせる。

Ｂ :

す。

Hello.

My

name

全体練習

is ～ .

分割練習

Ａ :I like ～ . Do you

◎机間指導をして共通

ペア練習

like～

したつまずきがあれば、

アイコンタクト

Ｂ : Yes,I do. I like

全体で確認して練習す

声の大きさ

～.

る。
No,I don’t. I like

～.
Ａ :Thank you.
Ｂ :You are welcome.

本時の目標を

振り返りカー

確認する。

ドを配り、本
時の目標を確
認させる。

活
動
１

活動の内容

活動の内容

◎活動のねらいと手順

とルールの

とルールを

を図示して、児童にしっ

説明を聞く。 説明する。
インタビュー

かりと理解させる。

る。

シートを配
る。

前半グルー

Ａ :Hello. My name

２

ヒントカ

にも掲示しておく。

ードを持

前半グルー

～ . What’s your name?

ープに分か

プ・後半グル

Ｂ :My name

れ、自分の好

ープに分か

Ａ :I like ～ . Do you

◎ 机間巡視しながら、つ

つでも見

きなものを

れ、できるだ

like～

まずきを確認し支援す

られるよ

相手に伝え

け多くの人

Ｂ : Yes,I do. I like

る。

うにす

合う。

と会話し、聞

～.

聞き取ったメ

動

◎会話文を教室の四方

プ・後半グル

き取ったこ

活

is

をもとにして

たせ、い

is ～ .

る。
No,I don’t. I like

○自己紹介し、好きなも

とをメモす

～.

のを英語で話すことに

机間指導

るように指

Ａ :Thank you.

慣れ親しめたか。

を行い適

示する。

Ｂ :You are welcome.

切に活動
○活動に積極的に参加

できてい

し、友達とコミュニケー

るか確認

ションを図れたか。

する。

活動内容と

Who am I？

○活動に積極的に参加

インタビ

ルールを説

I like ～ .

し、内容を聞き取れてい

ューシー

たか。

トを見る

明する。

ように指

「私は誰でし

示する。
うクイズ」を

う。
振り返りカー

良かった点・

頑張って

ド に 記 入 す

頑張っていた

いた点を

る。

点を具体的に

具体的に

ほめる。

ほめ、自
信を持た

ふ

せる。

り
か
え
り

挨拶をする。
挨拶をする。

That’s all for today.
See you next time.

友達の意

Good bye.

見を参考
に し た
り、まね
をしてよ
いことを
伝える。

研究授業

検討会

2013．7．5
支援教育スーパーアドバイザー

講師：米田先生

≪討議の柱≫
①全ての子どもが楽しく学べる授業のあり方
②進んでコミュニケーションがとれる場面設定

（授業者より）
・普段よりテンションが上がっていた。
・ゲームを一つ増やしたために時間が足りなかった。
・他の教科ではできないことを意識したい。
・「分からない」と言わなくていい授業にしたい。
⇒どの子にもよく分かるように心がけた。
・楽しく参加できるように、できたことをほめるようにしている。
⇒英語の授業はほめやすい。
⇒一人ひとりの子に自信をもたせてあげたい。
（学年より）
・日頃から、子どもの様子を交流している。
・自分からやりたくなるような授業を作っていこうと取り組んできた。
⇒子どもを主にした授業づくり
・友だちと一緒に何かをやりたくなるような取り組みを考えている。
⇒友だちと協力し合いながら学習する姿が見られた。
・外国語を楽しんで（声に出して）夢中になれるような授業になった。
・学習、生活面で課題のある子ものびのびと活動できていた。

（支援担より）
・Ｉくん：絵カードに興味をもっていた。ゲームを楽しんでいた。
・Ｆさん：発言を担任が上手く受け止めていた。
クラスの子も配慮してくれていた。
（授業の感想）
・パワーあって声もよく出ていた。子どもたちが、とても楽しんでいた。
・Ｆさんに対して、声をかけている子もいた。
・子どもの個性を認めた対応がされている。
・日頃、集中しいにくい子への対応が難しい。

支援教育（総合）学習指導案
授業者
１．日

時

平成 25 年 10 月９日（水）５時間目

２．場

所

４年○組

３．単元名

障がい理解教育

教諭

○○

○○

視覚障がい

４．単元目標
(1)『目が見えない』ということは、どういうことか体験する。
(2)その体験から、気が付いた事、感じたこと、考えた事などを発表したり書いたりする
ことができる。
(3)視覚障がいの人に自分が手助けできることはないか、考える。
５．学習指導にあたって
(1)障がい理解教育の必要性について
支援在籍児や在籍はしていないが、支援を必要とする児童は、高学年になるにつれ
て、孤立化やいじめの対象になる可能性が高くなるように感じている。そのために、
支援担として、何ができるかと考えた時、『系統立てた障がい理解教育』が必要だと
思った。これを充実させることで、学級内の集団作りの助けにもなると考える。
(2)障がい理解教育は、
①一人ひとりみんな違うということの理解
②支援学級を知ること
③わかりやすい障がいの学習
④わかりにくい障がいの学習
という４つの視点から考えている。
①『一人ひとりみんな違うということの理解』は、１，２，３年で行っているぽっかぽ
か紹介の時間に学習している。
②『支援学級を知ること』は、ぽっかぽか紹介の時間とスライム作り、おみくじや皿回
しなどの交流教育の時間で学習している。
③『わかりやすい障がいの学習』は、「○○で歩く」の授業で、４，５，６年生は昨年
から今年学習した。④『わかりにくい障がいの学習』は、スライド劇「十人十色なカ
エルの子」やバリアの授業で学習してきた。
今回の授業は③の『わかりやすい障がいの学習』の一つとして取り上げた。
(3)授業にあたって
・視覚障がいの理解とともに、ユニバーサルな授業の今までの実践、「視覚化、構造
化、協働化」を取り入れ、分かりやすい授業を考えた。
・今までは、教師の一方的な説明になりがちだったので、体験などを通して、考えた
り、発表したり、友達の意見を聞いたりする場面を増す工夫を試みた。
・個別なサポートも考えたい。
６．児童について
４年生は、１学期に『バリアの授業』
『○○で歩く』の２時間の授業を支援担任で行っ

た。担任ではない授業者に戸惑うこともなく、生き生きと目を輝かせて授業に参加して
くれた。意欲的で、好奇心旺盛、友達の意見に対して堂々と自分の意見を発表できる子
どもたちも多かった。
そのため、わかりやすい説明から全員が考える場面が多くできるよう工夫したいと思う。
７．気にかけたい児童について
Ａさん：いつも、元気に声をかけてくれる。そうじ当番や与えられた仕事では、意欲的
に仕事にとりくんでくれる。しかし、集中力が短く、気分にムラがある。板書
が苦手で自分の感情を言葉で表現して、文章にするのが苦手である。また、問
題文の意味が理解できず、何も書かずに過ごしていることがある。
≪手だて≫
・集中できなくなったら、個別の声かけ、ハンドサインやジェスチャーでスライ
ドや黒板に視線を移すよう指示する。
・ヒントカードを使い自分の考えを表現できるようにする。
Ｂさん：集中力が短く、言葉の数が少ない。また、分からない時は固まってしまう。自
分の感情を言葉で表現して、文章にするのが苦手である。自分の話したいﾀｲﾐﾝ
ｸﾞで話をし説明をさえぎる時がある。
≪手だて≫
・集中できなくなったら、ハンドサインやジェスチャーでスライドや黒板に視線
を移すよう指示する。
・ヒントカードを使い自分の考えを表現できるようにする。
・「話す」「聞く」「書く」など、今、何をする時なのかを伝える。
８．単元の指導計画（２時間）
時

学習活動

指導上の留意点・支援

評価基準

1

・画面を見ながらどこの学

・ヒントとなる物をしっか

・ヒントとなる物をしっか

校か考える。
・アイマスクをして、手に
本

あるものは何か考える。

時

りとらえているか、確認
する。
・どの意見もていねいにひ
ろうようし、根拠を確認
する。

りとらえている。
・根拠をもとに意見が言え
る。
・集中して、手にあるもの
は、何か考える。

・アイマスクをする前に、
手順をしっかり把握させ
る。
・アイマスクの体験での気
づきを
詳しく文章にさせる。
2

・アイマスクをして、支援
者と一緒に歩く。
・支援者となって、アイマ
スクをした人を安全に誘

・アイマスクをしている児
童の安全に配慮する。
（体
育館で、マットやコーン
を置く）

・支援者が安全に支援する
方法を身につける。

導する。

・支援者が安全に支援する
方法を身につける。

９．本時の目標
・視覚支援学校の工夫を知る
・目の見えない事を体験し、それについて考える。
10．本時の展開
時
間

学習活動

児童の活動

支援・と評価

個別支援

導

「どんな学校

・「 ど ん な 学 校 で し ょ う か ？ 」

入

でしょう

の質問を受けて、映像を見る。

使う。ｽﾗｲﾄﾞは、

なったら、ﾊ

か？」の質問

見る

分かりやすく、

ﾝﾄﾞｻｲﾝや ｼﾞｪ

を聞く。

・ヒントから考え、思いついた

絵と文を入れ

ｽﾁｬｰで ｽﾗｲﾄﾞ

る。

や黒板に視

答と理由を発言する。

・ ｽﾗｲﾄﾞ の 映 像 を ・集中できなく

考える、発表する
・正解を聞く。 見る、聞く
・答の理由を知る。見る、聞く
・今日のめあ
て流れを知

・今日のめあてを知る。 見る
・今日の流れを知る。 見る

る。

線を移すよ
・答の理由が分か

う指示する。

る。
○今日のめあて
と流れがわか
る。

・ バ リ ア の 授 ・１学期のバリアの授業を復習
業を復習す

する。 見る、聞く

る。
・ 視 覚 支 援 学 ・目が見えないというバリアを

○自分たちの使

校の工夫を

乗り越えるため、視覚支援学

っているもの

知る

校での工夫を知る 見る、聞く

との違いがわ
かる。
・点字の本など実
物を見せる。

・アイマスク

・アイマスクをして、手の上に

体 験 を す

のった物はなにか、考える。

る。

さわる

・手にのせて

○集中して取り
組む。
・ ｱｲﾏｽｸ を す る 事

① 牛 乳 ｷｬｯﾌﾟと ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙの ふ

に抵抗がある

もらった物

た

子は、「目をつ

は、何か考

②5 円玉と 50 円玉

ぶる」だけでも

える。

③文字の切り抜き

いいと個別に

・ ｱｲﾏｽｸの 装 着
がむずかし
い時は手伝
う。

言う。
・ふりかえり

・ﾌﾟﾘﾝﾄに自分の意見を書く。

・ヒントカード

・ﾍﾟｱで意見を交換し発表する。

を使う。

支援部会

研究討議記録

（授業者より）
担任が行う系統立てた障がい理解教育も必要（有効）
（担任より）
・しっかり感想を書けていた。
・登校しにくい子への声かけは優しい。
・分かりにくい障がいのある子どもへの関わりは、人間関係が難しいことにより、当たり
が強かったりするような傾向がある。
・授業に乗りにくい子（気分にムラがあり、集中が短い）に対しては活動や楽しさにより
子どもたちのやる気を引き出している。
（学年より）
・興味関心が高く、感想をたくさん書いていた。
・生活場面で生かしていくことの必要性（担任の努力）。
・口は達者だがきちんと色んなことができない子どもへの攻めができている。
・担任の関わりを子どもが見ている面も大きいので色んな物の見方をさせていきたい。
・体験することで面白い（意欲）が湧くようだ。
（討議）
・子どもたちの感想の中で体験しながら実感していったのではないか。
・初めて知ることから体験へとよい流れになっている。
・45 分一生懸命取り組めていた。
・アイマスク体験が障がい者理解（伝える）につながるのか。
→何を体験させるかによる。目が見えないということ以外のことは？
・発達障がいがある弟のことを話した児童の存在。
→障がいの伝え方の難しさ
・障がい理解のための授業ではなく、集団づくりの中で必要な力を育てる過程での取り組
みとしての課題認識が必要である。
→分かれば、一時的であっても理解は進むのではないか。
（講師の先生から）
授業について
バリアフリーとユニバーサルデザインとは？
・分かりやすい授業がユニバーサルデザインの授業
・自然に自分の五感を生かしている子どもたち
・アイマスク体験が理解の本質ではない
・発達障がいの子どもたちは想像することが苦手
（事実を事実として書くことはできるが、気持ちは表現できない）
・支援学級担任が導入を行い、担任が発展させていくのがベスト

いじめについて
・クラスがクラスとしてまとまっている場合、低学年にいじめはほとんどない
→傍観者がおらず、注意をし合えるから
→中学年になると傍観者が存在し、高学年になると傍観者が攻撃者になる
→いじめっこが社会に出ると職場でいじめにあう
・思いたったら行動に出てしまう子→自己コントロールができない（社会性が弱い）
・想像して物事を操作できる→グループ化
・不登校があらわれるのも、仲間づくり、グループ化、仲間外れ
障がい理解について
・発達障がいの子に対しては、理屈で分からせることもできる
・一緒に体験することが一番
・情報として与えることでの理解は難しい
→一人ひとりの個性に合わせて一緒に探していくしかない
・どういうサポートをしてあげるかを考えるために一緒に聞いて考えてあげる
講師先生への質問
・手を出してしまう（言葉で伝える）のが止められない子について
→物事の思考は言葉が元になっている
→算数が苦手であることと言葉で伝えることが苦手であることは比べにくい
→仲裁には先生が間に入る、みんなに説明していく
・障がい理解を特性として伝えていくことが重要
→周りの児童の理解力も育っていくため

支援教育(国語)学習指導案
授業者
１．日

時

平成 25（2013）年 11 月６日(水)

２．学年・組

１年○組（36 名）

３．場

１年○組教室

所

４．単元名

教諭

○○

○○

13：45～14：30

「すきなものクイズ」をしよう

５．単元目標
・伝えたいことをはっきり話したり、聞きたいことについて質問したりして対話する。
６．指導にあたって
本教材は、二人一組になって出題者がクイズやヒントを出し、解答者が質問したり
答えたりするやりとりを通して、対話の基本を学ぶことをねらいとしている。子ども
たちが意欲的に取り組むクイズ大会を通して、言葉のやりとりする力を身につけさせ
たい。また、相手のことを考えて話したり聞いたりする中で、気持ちよく対話できる
ことも気づかせたい。
これまでの一年生の学習は、一学期「みんなにつたえよう」
「 こえのゆうびんやさん」
二学期には、
「はなしたいな

ききたいな」の単元で、話す活動を行ってきた。これま

では、話すことが中心 であったが、本教材で は話し手と聞き手が交 互に話す双方向の
交流活動を中心に学習を進め、伝え合う力の育成を目指したい。
７．児童について
本学級の児童は、明るく元気で学習にも遊びにも意欲的に取り組む児童が多い。授業
中には積極的に手を挙げて発表しており、また休み時間には自分の話を誰かに聞いてほ
しいという思いが強く、友だち同士笑顔で話している姿をよく目にする。
「話す」に関しては、２学期になり朝のスピーチに取り組んだり、自分の考えたこと
を言葉で説明させたりするなど話す機会を多くつくってきた。人前で話すことには慣れ
てきたが、
「聞く」に関しては、友だちの話を聞き終わる前に口を挟んで最後までしっか
り聞くことができないなどまだ課題が多い。
８．支援を必要とする児童
Ａさん
授業中には、黒板を写すことや、簡単な計算問題には積極的に取り組み、手を挙げて
発表もする。しかし、分からない問題を目の前にするとやる気がなくなり、机に伏せて
しまう。また、指示を聞き逃したり、行動がゆっくりなため学習にとりかかるまでに時
間がかかったりする。そのため全体に指示をだしたあと、個別に声かけ学習にスムーズ
に入れるようにしている。
Ｂさん
Ｂは大きな声で音読をしたり、自分の意見を積極的に発表したりできる。しかし、そ
のとき気分によってしっかり課題に取り組めないことがある。また、調子が悪い時は、
姿勢保持が難しく、机にうつ伏せになってしまうので、合図(机をたたく)、おへそシー
ルを貼って良い姿勢が保てるようにさせている。

周りに気をとられ、勉強に集中できなくなり、指示を聞き逃してしまう。学習の準備
に時間がかかり、なかなか取り掛かれないというなどの課題があるため、全体に指示を
だしたあと、個別に声かけをしたりしている。文字の一画目をあらかじめ書き、学習に
スムーズに入れるようにしている。
Ｃさん
中国籍のＣさんは、入学当初日本語を話すことが困難であったが、学校での生活を過
ごすなかで少しずつ日常的な会話ができるようになってきた。しかし、字をまとまり(単
語)で読むことが難しく、内容の理解ができない状態である。そのため、十月から週４時
間、国語・算数の授業に通訳の先生に入ってもらっている。
９．学習指導と評価の計画（全９時間）
次

時

学習活動

支援・評価

一

１

①教材のねらいと本時のめあてを確か

支 相手の話を最後までしっかり聞
○

める。

き合う事を対話の基本として指導

「すきなものクイズ」のやりかたをしろ

する。

う

評 「すきなものクイズ」の出し方や
○

②教師の「すきなものクイズ」を聞いて

答え方を理解し、楽しみながらクイ

答える

ズを作ろうとしている。(発言・行

③教科書を見てどんなクイズを作るか

動の観察)

考え、好きなもの集めをする。
二

２

① 本時のめあてを確認する。
じぶんのすきなものをあつめよう
② 自分がクイズにしたい好きなものを

支 「 す き な ○○ 」 を 出 し 合 い 、 板 書
○

してクイズにしたいものを考えさ
せる。

考え、ワークシートに書く。
③ すきなものの特徴を伝えるためにど
んなヒントにしたらよいかを考え

評 自分の好きなものを書いている
○

(ワークシート)

る。
④ クイズにしたいものを決める。
三

３

① 本時のめあてをたしかめる。

支 ヒントがわからない児童のため
○

「すきなものクイズ」のヒントをか

にヒントの観点を掲示する。

んがえよう

評 好きなものの特徴が伝わるよう
○

② クイズにしたいものを決めて、それ
ぞれのヒントを考えワークシートに

に、様子のふさわしい言葉を用いて
文を書いている(ワークシート)

書く。
四

４

① 本時のめあてを確かめる。
「すきなものクイズ」のカードをつ

支 前持に書いたワークシートを活
○

用する。

くろう
② クイズにふさわしいヒントを２つえ
らぶ。
③ カードに「すきなもの」やヒント、

評 クイズを作り、
○
友だちに伝えたい

ことを選んで文を書いている。(カ
ード)

絵や好きなわけなどを書く。
五

５

① 本時のめあてを確かめる。

評 クイズを話し合うときの話し方
○

本

クイズの出しかたやこたえかたをし

や聞き方を理解している。(発言・

時

ろう

行動観察)

② 教科書の話し合い例からクイズの出
し方、質問の仕方、答え方を理解す
る。
六

６

① 本時のめあてを確認する。

支 クイズの進め方やわからないと
○

ク イ ズ を 出 し あ う れ ん し ゅ支援―39
うをしよ

きの質問の観点を掲示する。

う

評 クイズやヒントをはっきりと話
○

② ２人組みになって、クイズを出して
話し合う練習をする。
七

７

を質問している。(行動観察)

① 本時のめあてを確かめる。

８

したり、話を聞いて分からないこと
支 クイズの進め方やわからないと
○

みんなで「すきなものクイズ」たい

きの質問の観点を掲示する。

かいをひらこう

評 クイズやヒントをはっきりと話
○

② 前時の学習をふりかえり「すきなも

したり、話を聞いてわからないこと

のクイズ」をするときに気をつける

を質問したりしている。(行動観

ことを確認する。

察)

③ 「すきなものクイズ」大会を行って、
多くの友だちとクイズの出し合いを
する。
八

９

① 本時のめあてを確かめる。

評 対話するときの話し方や聞き方、
○

よいはなしかたやききかたをまとめ

態度について学習したことを振り

よう

返りよいところを確かめている。

② クイズ大会をふりかえり、話し方や

(発言・行動観察)

聞き方のよいところを考える。
③ よい話し方、聞き方のまとめをする。
10．本時の目標
クイズを出し合うときの話し方や聞き方について理解することができる。
11．本時の展開
分

学習活動・内容

１

１、本時の流れを確認する

１

２、詩を音読する。

支援・留意点
・「一ちゃんち」リズミカル
におなかから声を出させ
る。

１
３

３、新出漢字を練習する。

・指書き・空書き・ノート
と練習させ、字の形や筆
順をおさえさせる。
・A・B には書き出しがスム

評価

ーズにいくように、文字
の１画目を書いておく。
２
５

４、P４２～４３の内容を学習
する。
・今日のめあてを確かめる。

クイズの出しかた、こたえかたをしろう

・P、４２～４３の話し合い例
を読む。

・教科書を手に持ち、姿勢
を正して読むように声を
かける。
・目で字を追うことが難し
い児童には、指で字を追
って読むよう声をかけ
る。
・クイズを出す人とクイズ

・クイ ズを出 す人 ・ク イズに

に答える人の絵を掲示

答える人の役割(ペア)読み

し、交互に話しているこ

をする。

とに気づかせる。

・クイズを出す人、答える
人が使う言葉を黒板に貼
・クイ ズを出 すと き、 答える

る。

ときの話型を知る。
出 ヒントをだします
○
答 わかりません
○
出 では、もう一つヒントをだ
○

します
答 しつもんします
○
出 いいえ・はい
○
答 わかりました
○
出 はい、そうです
○

・クイ ズを出 す人 、答 える人
が使う言葉に赤線を引く。

・話型を見ながら質問した

クイズを話し合うと

り、答えさせたりさせる。 きの話し方や聞き方
・児童が答える人(代表者)に

を理解している。

なり、 教師 とク イズ の やり

(発言・行動観察)

とりをする。
５

５、スキルタイム
既習の漢字を声に出して読む

・難しい内容ではなく、ど

しっかりと声を出し

の子も答えられる課題に

て参加できていた

する。

か。
(発言・行動観察)
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（校長より）
○○先生（授業者）が、米田先生の教えを一番忠実に授業に生かしている。子ども一人ひ
とりをサポート出来ている。
（授業者より）
１学期はわけがわからないことが多かったが、子ども達が落ち着いてきた。静かすぎると
眠たくなったり、集中出来ない子のために、立ったり相談する時間を設けている。
（学年より）
授業の構造化は出来ていると思う。漢字学習もおちついて取り組めるようにいつもの感じ
にした。内容を欲張らず「しっかりわかる」を大切にしている。
「しつもんします」のワードを大切にして授業を考えた。各クラスやり方は少しちがうが、
統一してスキルタイムに取り組んでいる。
（支援サポーターの先生より）
Ｃ君・・・ひらがなは拾い読み。言葉の意味は理解できていない。ふん火の意味、火事の
意味もわかっていない。入っているときは、１つずつ言葉を教えている。
（討議会）
・子どもたちが気負わずに、無理せずに、聞く・読む・話す・書くが出来ていた。○○先
生（授業者）の穏やかなやわらかい言葉が子どもたちの中にスーっと入っている。
・１年生にとって黒板の文字数は多すぎないか？（ノートをとらないため）
・右側にある本時の予定いる？（いらない。左側にあったらよい）
・音読理解出来ていたか？順番・意味を意識させて読ませる。テンポ大切にしすぎて、子
どもがまだ理解できていない。
・音読は２人ペアでしたので男女の一斉読みになった。
「声のボリューム２でしてね」と一
言あれば２人のかけ合いが出来たかも。
・子どもがヒントを出すのは難しいから、教師がヒント出してやると良い。答えるときに、
例の順番通りじゃなくても、つまったときに、何を使うか考えさせたらいい。
・授業の中で一番大切なのは「学び合い」
・漢字学習どのように取り組んでいる？
→子どもと漢字との出会いを大切にしたい。30 秒で良いから、意味や成り立ちを教えた
い。
→どの学年も漢字スキルやドリルを使っている。漢学はいる？高学年には時間的に厳し
い。すべての漢字を意味で教えるのは難しい。
→太郎・次郎社の漢字カルタを取り入れるとわかりやすい。
・「チェックしてね」より、「みてあげましょう」
・「お助け」より、「つないでくれる人」
・視覚化構造化を上手に取り入れると、子どもが落ち着いてくる。教師に余裕が
出る。
子どもを見ることが出来る。良いサイクルがうまれる。
・文作りを宿題に出すのは子どもにとってどう？
（発達の過程に問題がある子は意味理解が難しいので、しっかり授業で取りあつかうほ

うが良い）
（米田先生より）
○○先生（授業者）が、どんどん視覚化構造化を取り入れている。それは、１年全体で取
り組むことが出来ている。１時間の流れを提示することは子どもに安心感をあたえている。
子どもたちが落ち着いてきたのは、日々のそういった取り組みを続けてきたおかげではな
いか。子どもが安心感を持って学習に取りくんだら落ち着く。落ち着いたら学力が上がる。
「子どもたちのやりとり」を、クイズを通して相手も答えやすいようなヒントを考える。
これは、相手のことを考えるコミュニケーションであり、この１時間は「学び合い」とな
る。「ようか」の火と日の間違いは、子どもから指摘させて学び合いをさせるべきだった。
漢字の学習は、マニュアル通りだけど、まちがった場所で他の子どもを使って柔軟に対応
できるようにしたい。

通常学級における障がい理解教育

《資料 3》
(1) スライド劇「かっくん、どうしてボクだけしかくいの？」の作成と上映

感想
子ども達が集中して見ていました。
はじめ、かっくんは 、
「あっちいけ」と言 われて
いたけど 、さい ごはかっくんのいいとこ ろを見
つけられてよかった 。
仲間はずれもいじめ と一緒なので、絶対にしな
い。
かっくんでも遊べる遊びをかんがえればいいの
に、もっと相手の気持ちを考えて行動したらい
いと思った。
自分がかっくんの立 場に立ったらいやだからみ
んなと遊ぼう
一人ひとり役目があるんだなと思った

『みんな違ってみんないい』の意味が分かった。
一 人 ひと りの特 徴を 生か して、 みんなの 役に立
てると思った
他の人とは違うけど、それがかっくんの特徴
だと思った。

(2) Ａ、Ｂへの理解教育の授業
授業の流れ
1

Q「Ａ君Ｂ君ってどんな人？」

2

「なぜなのか、お母さんに聞いてみよう」ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ形式で話す。

3

支援学級での授業の様子をビデオで見る。

4

Q「Ａ君Ｂ君ってどんな人？」

ｲﾝﾀﾋﾞｭｰの内容
1
2
3
4

Ａ、Ｂがお腹にいる時
どんな赤ちゃんでしたか。
初めて歩き出した時は？
一番心配したことは？

5
6
7
8

一番うれしかったことは？
Ａ、Ｂにとって、周りのお友達にお願いしたいこと。
どんな人になってほしいですか？
その他、お母さんの気持ちを。

Ａ君のお母さんの
インタビューから

感想

Ａくんのお母さんが、話

Ａくんはうまれた時、

Ａくんがあんな

のとちゅうでないてい

いきを自分でできなか

にちっちゃかっ

たので、とってもＡくん

ったことがわかりまし

たとは、知らな

のことを心ぱいしてた

た。Ａくんのことを知

んだなと思いました。

ってよかったです。

Ｂ君のお母さんの
インタビューから

感想
Ｂ君のことがいっぱい分か
りました。目がわるいとか、
せんしょく体が 1 本多いと
か、すごく分かりました。

(3)

研究授業「障がい理解教育

【1 時間目】

Ｂ君の体のせんしょく体が 1 本多く
てなんでだろうと思いました。
ことばも少しずつしゃべれて、すご
いなと思いましす。

視覚障がい」

【2 時間目】

感想

目が見えない人は、こんなに苦労をしている
んだな～と思いました。なんにも見えない、こ
わい、でもがんばっていることが分かりました。

段差の所は、あと何歩とか教えてあげるとい
いという事が分かった。

ゆうどうする人の言葉「だいじょうぶ？カーブ
よ。」など声かけをしてくれるので、安心しまし
た。
ゆうどうする時も、アイマスクをした人が、無事か心
配で心配であせりました。

段差も目が見えない人にとっては、すごく大変なんだな
と思いました。

体 育 館

マ ッ
Ｓ

Ｃ小学校の実践
１．研究テーマ
通級指導教室（ことばの教室）の取り組みについて
～通級での指導、通級指導教室の役割～
～吃音親子交流会について～

２．はじめに
平成 19 年度から始まった特別支援教育も８年目を迎えようとしている。教育プログラ
ムは学校での行動の問題に対する支援から最近は読み書き、コミュニケーションを中心
とした学習プログラムへとシフトしている。様々な認知の偏りのある児童・生徒への効
果的な関わりをどのようにしたらいいのか、個別の対応とともに通常学級では授業のユ
ニバーサル化、集団作り等みんなが分かる、みんなが学びあえる授業づくりが求められ
ている。その中で通級指導教室の果たす役割は大きい。また、支援教育地域支援事業に
おける市のリーディングチームとして、通級指導担当が担っている。

３．通級指導教室の取り組み
（１）通級指導教室・リーディングチーム連絡会
①通常の学級に在籍する児童生徒の観察（通級指導に関わって）
②学校からの要請に基づく訪問サポート（中学校通級担当）
・支援教育サポーターへのサポート（支援教育サポーター配置校対象）を行う。
・支援教育コーディネーター等教職員を対象とした支援を行う。
③リーディングチーム通信（市内の支援教育の取り組み、進路指導等）の発行
④三島ブロック会議への出席
⑤各校からの情報交換、専門研修、教材づくり、構音指導方法の研究などを定期的に
行う。
⑥ことばの教室交流会～吃音のある児童と保護者の集い～
（２）通級指導教室の目標
・ことば及びコミュニケーションにつまずきがあり、それに伴う学習や社会不適応に
対して指導・支援を行い、不適応状態の解消に努め、社会性、適応性が身につくよ
うに指導及び支援をしていく。
・一人ひとりの障がいの特性や発達課題に合わせて学習できるような環境を整備する
とともに、教具・教材も工夫し指導及び支援の充実を図る。
・安定した親子関係及び環境作りのため、保護者の面談・相談を重ね、在籍校との連
絡もとる。
・個別の指導計画を作成し、在籍校との連携を図る。
（３）対象児童
☆構音障がい（正しい発音ができない子ども）
☆吃音（ことばのリズムが乱れている子ども）

☆ことばの遅れ（語彙言語理解に課題のある子ども）
☆情緒障がい（場面緘黙など、特定の場面で声が出なくなり、話さない、
話せない子ども）
☆発達障がい
☆その他
（４）指導形態
通常学級に在籍したまま、普段は通常学級で教科の学習をし、決められた曜日、時
間のみ通級教室に通う。
・指導は週１～２回を原則とし、１回 45～90 分程度。
・子どもの課題に応じて、個別または少人数のグループで指導する。
・放課後通級は原則として保護者同伴とする。
・保護者・在籍校、在籍学級の担任の先生と連携をとり、指導を進める。
（５）通級指導教室設置校担当ブロック
市内５つの小学校、１つの中学校に開設。在籍児童数調節のために、ブロックをは
ずしての通級もある。
・Ｃ小…自校他８小学校

・中学校

・□小…自校他７小学校
・△小…自校他４小学校
・○小…自校他４小学校
・◇小…自校他４小学校
（６）通級の手続き
・就学前に入級就学指導は行わない。小学校に入学後、手続きを行う。
・教育センターことばの教室に通っている幼児で、小学校入学後に通級を希望してい
る場合、教育センターと通級担当が連絡を取り、保護者の了承を得た幼児について
は、２学期末から３学期はじめに情報提供を行う。

＜通級を検討する児童がいる場合 手続き ＞
① アセスメントシートを作成し、校内委員会で検討を行う。
② その後、学校長より事務局（学校教育推進課）へ連絡する。
③ 対象児童のアセスメントシートを事務局に送付する。
④ その後、通級担当者は当該校へ行き、児童の観察をする。
⑤ 保護者・通級担当と連携を行う。（通級教室の見学等を進める。）
⑥ 保護 者・児 童の 通級 への 意向 が固まれば 保護 者シートへ の記 入を依
頼する。
⑦ 通級に関する指導資料の書類を校内で作成する。
⑧ 学校教育推進課に書類を提出する。(⑥⑦の書類)

（７）個別の指導計画について
・通級教室に正式に入級している児童については、個別の指導計画を作成する。
・当該校と連携を十分にとり、当該校の学級担任と相談し、通級の指導内容を共通
理解しながら、日常的に指導内容が活かせるよう、相互に目標や内容等話し合い
個別の指導計画を作成する。
・保護者の希望も聞き、保護者の了解も得た上で個別の指導計画を作成する。
・例えば、空間認知に課題のある児童には、点結び等を家庭でもできる課題を宿題
として出している。また在籍校には、学校訪問の時に通級で行っている指導内容
を通常の学級担任に伝えて、個別の指導計画を通常学級でも活かしていけるよう
にしている。家庭と通常学級と連携をしている。
（８）茨木小学校在籍児童数（平成 26 年１月現在）
①学校別
自校通級児童数

21 名

他校通級児童数

21 名

②障がい別
構音障がい

吃音

ことばの遅れ

発達障がい

その他

７名

３名

10 名

20 名

２名

③時間割
月

火

水

1

３年

1年

３年・６年

連絡会

2

５年・３年

教育相談

6年

連絡会

１年・5 年

教育相談

5年

連絡会

３年・５年

学級支援

1年

連絡会

３年・４年

3
4
5
3：00～
4：00～

１年
１年
３年

学級支援

金
１年

２年

１年（他校） ２年（他校） ソ ー シ ャ ル
３年・２年

木

１年・2 年

1 年・２年

スキル

（他校）

１年・３年

２年・３年

3 年・５年

（他校）

（他校）

（他校）

（他校）

（他校）

（９）通級指導教室での指導内容（それぞれの主訴にあわせた指導プログラム）
◎発語にかかわる指導
・構音器官の機能訓練、呼吸訓練、動作訓練、模倣訓練
・口の体操、音読、発声
・ミルクせんべい、ミルクボーロ、ラムネ菓子、かりんとうなどを使った舌の訓練
（音訓練の導入に使う事が多い）など
・ストローを使う。シャボン玉あそび、風船、風車など
◎発音・発語の指導など構音の改善にかかわる指導

◎聴覚訓練
・音の聞き分け・弁別訓練、単語の音の数、聞き取り訓練、単語・文などを聴き分
ける
◎話す力をつける
・絵カード、四こまマンガを使って、会話練習など
◎語彙を増やす
・ことば集め、なぞなぞ、しりとり、連想ゲーム、単語絵カードなど
◎書く力をつける
・視写、一文日記、作文練習、お話作りなど
◎絵本、紙芝居などの読み聞かせ
◎遊び、ゲーム、体幹・運動バランス指導
・トランポリン、ボール遊び、バトミントン、卓球、野球ごっこ、ストラックアウ
トゲーム、ホッピング、平均台、スキップ、縄跳び、トランプ、かるた、すごろ
くなど
◎目と手の協応性、視知覚訓練、手先の巧緻性
・運筆、点結び、間違い探し、ジオボード、迷路遊び、紙工作、折り紙など
◎コミュニケーション力、社会性をつける
・ロールプレイ、劇遊び、買い物ごっこなどのごっこ遊びなど
◎心理面での指導
・箱庭、カウンセリング、リラックスできる時間を設けるなど
◎国語、算数などの教科学習の補充。
●保護者への教育相談。
●通級指導上、子どもの課題、支援方法など必要な場合には発達検査を行う。
●児童の障がいの状況に合わせて、いくつかのメニューを組み合わせて指導を行って
いる。
（10）吃音のある児童と保護者の集い
市内通級指導教室では、吃音を持つ児童がそれぞれの設置校で指導を受けている。吃
音の発症原因は分かっておらず、治療を行い改善が見られてもまた吃音状態になること
も多い。吃音は話し言葉すなわちコミュニケーションそのものの課題であるため、吃音
を持つ児童、保護者の悩みは大きい。
そこで、通級連絡会で話し合い、市内通級指導教室に通う吃音のある児童、保護者の
交流会を昨年度から本市教育委員会の主催で取り組み始めた。
今年度は第２回目の取り組みである。

第２回ことばの教室交流会
平成 25 年７月 19 日実施
講師

寝屋川市立国松緑が丘小学校

講演内容

溝口

稚佳子

先生

どもる子どもたちに伝えたいこと

講演レジュメより
１．一人で悩んでいた
小学校入学前
自分の話し方と他の人の話し方の違いに気づいていた
小学校時代
音読が苦手だった
どもることは人より劣っていると思っていた
中学校時代
生徒会の立会演説会
将来に対する不安
高校時代
進路の選択に関して
どもりについて知りたい。自分について知りたい
２．仲間に出会った
大学時代
大阪教育大学

言語障害時教育教員養成課程で学ぶ

どもる仲間たちとの出会い
吃音に関する正しい知識と情報を知る
どもりながらも豊かに自分らしく生きている人々との出会い
どもっている自分を認める

思ってもみなかった教師になることを決意する
３．小学校の教師になった
私が出会ったどもる子ども達
吃音親子サマーキャンプで
４．保護者の皆さんへ伝えたいこと
吃音の原因探しはやめよう
吃音を生き抜く力を育てよう
子どもと対話をしよう
あなたはあなたのままでいい
あなたはひとりではない
あなたには力がある
講演会は保護者向けに予定していたが、子供たちも自主的に参加し熱心に先生の話を
聞いていた。
保護者の感想より
今回のことばの交流会では、溝口稚佳子先生のお話を聞かせていただき、これから子
育てしていく中で、勇気づけられるお話でたくさんのことを学ばせていただきました。
交流会に参加させていただきよかったと思っています。今後も、話し合える場を通して、
ことばの教室に通っている人たちの勇気づけになる話や、成長とともに、複雑に考える
であろう、ことばの悩みの捉え方の参考になるお話が聞ける機会があればいいなと思っ
ています。有難うございました。
こどものどもりに関して、お母さんたちの心配ごとを聞いて、
「あ、そうそう」と共感
できた。自身の体験談をなかなか人には話しにくかったので、こうりゅうかいで話す機
会があって、話すことでもやもやとした気持ちが楽になりました。溝口先生の体験を聞
かせていただいて、子供にあれこれと口を出さず見守っていくことの大切さを学びまし
た。有難うございます。

４．成果と課題 （◎成果 ○課題）
◎個別の指導計画は、当該校と連携をとりながら作成できた。
◎当該校の担任と連携ができた。
（通級指導教室担当がリーディングチームとして役割を果たせた）
○個別の指導計画を当該校でどのように保管していくかシステムをきちんとしていく必
要がある。
○小学校から中学校への引継ぎをどのようにしていくか、どのように連携をしていくか
検討をしていく必要がある。
○通級指導教室での指導を通常学級で継続していかしていくことが大切である。
○保護者へ通級指導教室を勧める時に、保護者が誤解や不安を持たないように配慮し、
納得のいくよう丁寧な説明をすることが大切である。

○吃音親子交流会は今後とも継続し、さらにペアレントトレーニングや学校間交流会、
啓発活動、研修会など通級指導教室担当が市のリーディングチームとしてその役割を
果たせるよう、教育委員会の主催で企画・運営を行ってほしい。
○通級指導教室に通っている児童生徒が巡回相談、発達相談を行っている場合、連携を
進めていく必要がある。
○支援教育の中で通級指導教室の果たす役割、またニーズはとても高い。しかしながら
放課後通級には指導の時間に限りがあり、希望があっても指導時間が取れず待機して
もらっている現状がある。通級指導教室の増設を強く願っている。

Ｄ中学校の実践
１．研究テーマ
個別の支援を必要とする生徒の正しい理解と適切な指導
できることから、みんなでできる授業づくり

＊本年度から研究協力校としてスタートし、支援教育委員会を中心に本年度のテーマを
もとにＤ中学校の個別の支援を必要とする生徒の正しい理解と適切な指導を進め、で
きることからみんなでできる授業づくりを目指した研究について報告する。

２．今年度の研修内容について
１回目の研修会で支援教育の基礎知識について米田和子先生にお話しいただき、２回
目は授業や教室環境で視覚化、構造化を既に実行している例を交流した。３回目は支援
を必要とする生徒の観察とケース会議を行ない、４回目の研究授業で視覚化を進める上
で有効な”d-book PRO”を用いた授業作りを見学し、研究協議を行った。

３．支援委員会からの提案
授業での「指示カード」の活用を支援教育委員会から提案をした。
２学期から支援教育委員会で検討試作（委員会のメンバーが試作品を授業で使い必要
度の高いカードの検討などを行なった）を重ね、
「指示カード」の全教室への設置を提案
した。

４．研究協力校１年目の成果と課題
＜成果＞
・既に実行されている授業の工夫を研修会で交流することができた。
・支援教育の視点での授業づくりを広げるため支援委員会からの提案を進めることが
できた。
＜課題＞
・生徒の課題を正しく理解し適切な指導、支援の工夫を更に広げる必要がある。
・支援が必要な生徒と保護者との継続した丁寧な話しこみが必要である。
・校内組織との連携について本校に合った形を追求する必要がある。

＜資料＞

授業での「指示カード」の活用について

（提案）

２０１４、１、１５

支援教育委員会

Ⅰ、目的
① 支援教育委員会のテーマである
「個別の支援を必要とする生徒の正しい理解と適切な指導
できることから、みんなでできる授業づくり」の実践に向けて取り組む。
② 今年度の「支援教育研究協力校」研修の中で、学んだことの実践に
向けて取り組む。
Ⅱ、方法
① １～３年の各普通教室・数学教室・英語教室・ステップ教室で利用する。
② 今回配布の「指示カード」は「今日の目標」・
「授業の流れ」
・「今日のまとめ」
「書く」・「重要」 の５種類
③ 「指示カード」は常時、教室の前の黒板隅に（クリアファイルに入れて）置いておく。
④ １月・２月の授業で活用し、３学期末に生徒の反応（感想）などをを交流し検証する。

Ｅ中学校の実践
１．研究テーマ
学び合いを深めるためのベースとしての
ユニバーサルデザインの授業づくり

２．はじめに
以前のＥ中学校（10 年ほど前）では、学ぶ意欲の低い生徒たちが目立っていた。そ
こで、Ｅ中学校の教職員はチームＥとして、これまで集団づくり、授業づくりに力を入
れてきた。今年、支援教育研究協力校として米田先生をお迎えすることになり、これま
での取り組みに支援教育の視点も併せた新しい取り組みが始まった。今日は、これまで
のＥ中学校の取り組みとその成果の一部を紹介する。

３．これまで取り組んできたこと
（１）コの字座席
（目的）
生徒同 士が お互 いの 話 を聴き 合う こと が目 的 であり 、全
学年・全クラス統一して行う。
（２） 班学習
（目的）
ある課 題に つい て、 班 の仲間 がお 互い に学 び 合うこ とを
目的と して いる 。ま た 、わか らな いこ とが あ れば班 の仲
間に『 教え て』 と聴 く ことや 、聴 かれ たら 分 かるま で教
える。 とい うよ うな お 互いの 関わ り合 いを 大 切にし てい
る。ま た、 この 取り 組 みはユ ニバ ーサ ルデ ザ インの 授業
づくりにおける『協働化』につながった。
これらの取り組みは豊川中学校区全体（小学校・中学校）で行った。
【成果】
・教師、友だちの話を聴くことを意識できる。
・学ぶことから逃げていた生徒が、分らないことを班の友だちに『教えて』と言えるよ
うにな った。 また 、聞 かれた 友だち は分 かる まで教 えるこ とが でき るよ う に な っ た 。
・学校全体として生徒の学ぶ意欲が高まり（自尊感情が高まり）、授業を落ちついて受
けられるようになった。

【課題】
・聴いたことを理解して、次の行動につなげることができない。
・学び合いのなかで、『教えて』と聴くことができない。（聴き方がわからない。）

４．今年度の取り組み
（１）校内での取り組み
①人権部会（週一回）、支援担会議（週一回）、校内支援委員会（月一回）、
学年会議（週一回）
・支援学級生徒について交流
・通常学級生徒について交流
・研修会、巡回相談等の企画・運営
・アセスメントシート作成
・個別の指導計画の共有
・その他
（２）支援教育協力校としての取り組み
①校内研修会（６月） 『通常学級におけるユニバーサルデザインの授業とは・・・』
・特別支援教育の現状（小・中・高・大）と課題
・気になる生徒理解（アセスメントの仕方とシステムづくり）
・発達障がいのある生徒の基本的な特徴
・授業のユニバーサルデザイン化（視覚化・構造化・協働化）《資料１》など
②巡回相談（７月・２月）
・通常学級で気になる生徒の現状把握と支援（個別の配慮）について
・その他（広汎性発達障がい・愛着障がい・二次障がいについて）
③研究授業《資料２》
【成果】
・支援を必要とする生徒たちの交流を教師が意識的に行うようになった。
・各教科の授業づくりにおいて、ユニバーサルデザイン化（とくに視覚化）が進んだ。
・生徒のつまずきから、その生徒の特性や具体的な支援方法を教師が共通理解すること
ができた。
【課題】
・コーディネーターを中心とした、アセスメントシートの作成から個別の支援計画、個
別の指導計画作成のシステムをつくりあげる。
・個別の指導計画をただ作成するのではなく、全体で共有活用できるようなシステムづ
くり。
・発達障がいのある生徒一人ひとりの特性や課題を教職員が理解した上で、授業づくり
の中での支援方法につなげる。
・ユニバーサルデザイン化された授業の中で、どのように合理的配慮をしていくか検討
する。

５．おわりに
【これから大切にしていくこと】
これまで大切にしてきた集団づくり・授業づくりに加えて、合理的配慮、教師の理解を
加えることで、一人ひとりが安心して学び合える学校づくりをさらに進めたい。

《資料１》

授業のユニバーサルデザイン化

【視覚教材を活用】
①『声のボリューム表』

ただ単に『しずかかにしい
や！』と注意するのではな
く、
『 今はこのくらいの大き
さで話そう』などと視覚的
に示すことで、生徒たちに
もわかりやすい。

②『今ココ』カード

黒板に本時の授業の流
れを示し、さらに、『今
はここに取り組んでい
るよ』とカードで示すこ
とで、非常にわかりやす
くなっています。これは
様々な場面で活用でき
る方法です。

③『プロジェクター』や『テレビ』で映す

パワーポイントをテレビに移し
て授業をすることで、話を聴く
ことが苦手な生徒が集中して見
ることができる。

プロジェクターで生徒の授
業プリントをスクリーンに
映す。スクリーンはホワイ
トボードマーカーできるの
で、生徒たちはそれを見る
ことで、プリントのどこに、
何を書いたらいいのかが非
常に分かりやすくなってい
る。

④『電子黒板＆電子ペン』

静止画像・動画を映したり、
電子ペンで自由に書き込み
ができる。また、ホワイト
ボード・ブラックボード・
マス目ノート、罫線ノート
など使い方は様々。

《資料２》研究授業（美術）

美術科学習指導案
授業者
１．日

○○

○○

時：平成 25（2013）年 11 月 21 日
５限 14：30～15：20

２．クラス：１年○組
３．場

所：第一美術室

４．単

元：鉛筆デッサン

５．学習集団の実態
授業は比較的落ち着いており、班やペアでの声かけもあり、全員が前向きに取り組む
ことができている。だが、制作の途中段階でちょっとした失敗から諦めてしまったり、
丁寧さ・完成度を求めるより、すぐ制作を終わらせようとする生徒もいる。
支援を要する生徒について
生徒Ａは普段より自傷行為が目立つ。主に授業の課題から逃避する時や、自分の世界
に入り込む時に見られる。美術の授業では、力任せに道具を使うなど、丁寧に制作し続
けることが難しい。
６．指導観・支援観（視覚支援を中心に）
本時の流れの提示
わかりやすい説明（５分以内に制作に入れるように）
場面に応じた視覚支援
７．本時の目標
・手の形を正確にとらえる。
・自分の手を見ながら平面に形を描くことができる。
８．準備物
鉛筆、ワークシート、画用紙、水性ペン、ラベルシール（マル型）
９．単元指導計画
第１次：手の形を知る・描く（本時）
第２次：鉛筆の持ち方、使い方。陰影（強弱）の付け方
第３次：自分の手の形を描く
第４次：影を描きこんでいく
第５次：作品観賞会
第６次：作品発表・まとめ

10.本時の流れ
学習活動
導入（５分）

指導上の留意点

・本時の流れを提示。
・自分の手をしっかり観察する
（発問：どこで指が曲がり、骨がど

・水分量の違いを気付かせる。

んなふうに通っているのか）
・シールを関節に貼り、骨の通って

・生徒 の様 子に 応じて 速やか に活

いるところに水性ペンで線を引く。

動に入る。

班活動

・自分の手を観察して気がついたこ

・必要であれば机間指導をする。

（１０分）

とをワークシートに書き込み、班で
交流。
＊お互いの気付きを聴き合えるよ
うに。

・書画 カメ ラを 用意し ておき 、生
徒から質問があれば全体交流す
る。
（場合によって全体に戻す）

聴く時間

・手の輪郭を描く前の注意事項を聴

（５分）

く

・しっかりと聴く姿勢をつくる

・プリントをもらう
班活動
（２０分）

・観察・班での交流で気がついたこ

・よく 描け てい る生徒 の作品 を紹

とをもとに、自分の手の輪郭を描く。 介する。
・関節に貼ったシールや、手に描い
た線を参考に描く。
・制作の進んだ生徒の作品を紹介す

・工夫 した 点を 取り上 げ、全 体で

る。

交流する。

交流
（５分）

・付箋の配布
・班でお互いの作品のいいところ、
工夫できることを交流。

振り返りまと

・プリント回収

め

・ファイル記入

・ファイル記入。

（５分）

（授業の中での工夫）
① 毎回『授業テーマ、活動内様や流れ』を明確に示す。

②動画による活動方法の説明。

