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教育センターフォーラム  発表テーマ及び概要                                                        

第１分科会（セミナー301A） ①評価活動の充実をベースにした小中連携 

                ～英語力向上をめざして～ 

／②不登校児童生徒への支援 

 
【1-1】① 子どもたちのつながりをいかす外国語活動 
    野村 史華（春日丘小学校）言語教育部門所員 

     

       互いに、相手の好きな色やものを英語を使ってリサーチしながら、友だちのためにオリジナルＴシ

ャツを作った。自信のある子とない子の差が大きくなる外国語活動であるが、いかに友だちとのか

かわりの中で「話してみて楽しい」と感じられる授業をつくるかについて、実践をもとに報告する。 

    

 

 【1-2】① 多文化学習を通してコミュニケーション力を育てるには  
    西野 佳奈（山手台小学校）言語教育部門所員 

     

       「いろいろな国の言葉を使って遊ぼう」と題し、英語だけでなくいろいろな言語を通して、中学年

の子どもたちが多文化体験を行った。アジア言語を中心に、あいさつしたりじゃんけんしたり・・・ 

    最後には、お国紹介のお店を開いた。単元を通して多文化体験を深めていく様子を報告する。 

        

        

【1-3】① 低学年でもできる！生きている英語 授業実践 
    村岡 倫子（太田小学校）言語教育部門所員 

     

      楽しむだけの英語の授業ではない、積み上げのできる外国語の授業とは…場の設定を大切にした生

きている英語、バックワードデザインの方法など、学校全体で取り組んだ外国語活動の研究を、低

学年の具体的な実践事例をもとに報告する。 

        

 

【1-4】② どうする？不登校アセスメントと「ふれあいルーム」の活動 

    佐藤 雅昭（教育センター・不登校児童生徒支援室「ふれあいルーム」） 

     

   ・「家にずっといる子どもを外に出したい」 

・「コミュニケーション能力の低さから人間関係でもめて学校に行けなくなった」 

・「学校に行けず、生活体験や社会的体験が少ない」 

・「傷つきやすく人間関係を作るのが難しい」 

様々な要因や課題を抱えた子どもたちに対して、どのようなアセスメントが適切なのか。また、不

登校児童・生徒が通う「ふれあいルーム」の活動も紹介する。 

 

第２分科会（セミナー301B）  ③ICT機器を活用した各校の実践例 

／④情報スキルの向上 

 
【2-1】④ ＩＣＴサポーターがお届けする２つのレシピ 
    参鍋 裕章・濱口 功稔（ICT サポーター） 

     

       (授業編)日本を支える技術、｢プログラミング｣を小中学生でも体験できる。子どもの論理的思考力

を養うのにも有効な｢プログラミング｣の基礎が手軽に学べる。｢プログラミング｣の味わい方を紹介。 

    (校務編)𠮷・𦚰 ←｢うーん！この漢字どうしたら出るの？｣異体字・外字のかゆいころに手が届くレ

シピを紹介。 



        

【2-2】③ 校内における ICT活用促進と学校年間カリキュラムについて 
    森 恵太（彩都西小学校）情報教育部門所員 

     

      授業における ICT 活用の実践、「e ライブラリ」の校内研修の様子を紹介する。併せて来年度の先

生方の ICT 機器活用について、また、各学年の発達段階に応じた子どもたちのつけたい力につい

て、年間カリキュラムを例示しながら、効果的な実践につながる「年間カリキュラム」を説明する。 

  

 

【2-3】③ 電子黒板やホワイトボードを使った生徒の発信授業 
    奥 智徳（東雲中学校）情報教育部門所員 

     

       コミュニケーションツールであるホワイトボードを用いた授業実践を紹介する。教師が電子黒板や

プロジェクターなどの機器を活用する場面が増えるなか、生徒が如何にしてそれらを使うかも模索

し続けなければならない。その模索の途上も併せて紹介する。 

 

 

【2-4】③ プロジェクターの活用度向上と eライブラリの学習における役割について 
    津本 航佑（北中学校）情報教育部門所員 

    

   昨年設置されたプロジェクターをどのように活用するか、活用例を紹介するなどし、伸伸伸びびび悩悩悩んんんでででいいい

る活用教員の増加を図った校内の取組過程を紹介する。また、「e ライブラリ」がいかに効効効果果果的的的かかか研研研

究した内容を、メリット・デメリットを通して説明する。 

 

第３分科会（302） ③ICT機器を活用した各校の実践例 

          ／⑤思考力を刺激する理科の仕掛けづくり 

       
【3-1】③ 「こんな使い方が！」 -書画カメラを使った授業づくり- 

    小竹 佑治（茨木小学校）情報教育部門所員 

     

       これまでにも、各教室に１台置かれている、書画カメラを活用した授業づくりが紹介されてててきききたたた。。。

授業のなかで、様々な効果をもたらしてくれる書画カメラ。今回も、「こんな使い方もできるんんんだだだ」」」

とうなずいてもらえるような書画カメラの機能を紹介する。 

        

 

【3-2】③ 児童の実態に合わせた年間カリキュラムとは -西小の実践発表- 
    佐竹 功吏・名坂 健（西小学校）情報教育部門所員 情報教育協議員 

     

       デジタル時代の今、効果的に情報機器を利用できる児童の育成を目指し、西小学校として実態をふ

まえた年間カリキュラムを作成することとなった。カリキュラムを作成するにあたってのねらい、

取り組みや児童の様子・成長、また反省等を紹介する。 

 

 

【3-3】⑤ 育てよう！「考えるカラス」 
    宮﨑 悠（天王小学校）理科教育部門所員 

     

       NHK のある番組を見て、その表現方法に衝撃を受けた私。理科のおもしろさを子どもたちに伝え

る方法を改めて考えさせられた。その番組の表現方法を参考に、子どもや先生が理科に興味・関心

を持つポイントと私の実践例を紹介させていただく。理科が得意な先生もそうでない先生も、理科

の楽しさを再認識していただき、児童の思考力を高める指導にも活かしていただければ幸いである。        

 



 

【3-4】⑤ 一授業一実物のすすめ 
    熊谷 弘美（大池小学校）理科教育部門所員 

     

      理科の学習では、「モノ」を対象にして、知識や表現力、思考力を育む。そんな理科の学習が、教科

書などの二次元だけで良いはずがない。ある先輩教師が「毎回何か実験をしたり実物を見せたりし

ている。」と仰っていたのを聞き、自分もそれに挑戦し、取り組んでみた。その実践を紹介する。 

        

第４分科会（303） ⑥通常学級における支援と通級指導教室の実践 

／⑦アンケートから見える各年代の違い 

 
【4-1】⑦ 各年代における意識の違いと研修に対するニーズの調査 
    調査・研究 所員会 

     

今年度は、教職員を経験年数に応じて 3 つのグループに分け、各グループにおける意識の違い、ま

た研修に対するニーズなどについて、アンケートを実施した。その結果を分析し、そこから見える

傾向と課題について報告する。 

 

 

【4-2】⑥ ユニバーサルデザインの授業づくりと障がい理解教育 
    吉岡 吾郎（春日小学校） 足立 景子（耳原小学校） 支援教育部門所員 

     

『お』もっているだけでは変わりません。 

『も』う取り組んでいる人もまだの人も 

『て』－マは、ユニバーサルデザインの授業づくりと 

『な』かなか取り組むのが難しいけど、集団づくりには大切な 

『し』ょうがい理解教育 

               

 

【4-3】⑥ 中学校での支援を考えた授業づくり 
    草場 綾女（養精中学校） 中村 仁一（豊川中学校） 支援教育部門所員 

     

(1)豊川中学校での実践 

「学校生活の中で、いろいろな場面において困難さを感じながら 

過ごしている生徒への支援を考えた授業づくり」 

     ともに学び合う授業を進めていく中で、困難さを感じている生徒たちに対して有効な支援につ

いて実践例を紹介する。 

(2)養精中学校での実践 

    「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～」 

     研修会などからの実践例や既に実践されている工夫、支援委員会の取り組みを紹介する。 

         

 

【4-4】⑥ 通級指導教室での取り組みと授業実践 

    町田 伊都子（茨木小学校） 草場 綾女（養精中学校） 支援教育部門所員 

     

茨木市では、小学校５校、中学校１校に通級指導教室が設置されており、ことばやコミュニケーシ

ョンにつまずきのある児童を対象に指導・支援を行っている。そこで取り組んだ吃音交流会や個別

指導の実践を報告・紹介する。        

 



パイロット的研究の実践報告

～「先生」だから、できることがあります。～
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評価活動の充実をベースにした小中連携

～英語力向上をめざして～

水尾小学校 奥田 貴士

１．はじめに

小学校高学年において外国語活動が必修化されて３年が経過しようとしている。

平成２５年５月教育再生実行会議第三次提言では、「小学校英語の早期化、時間増、

教科科に向けた抜本的拡充」「中学校における英語による授業」「小・中学校を通じ

た系統的な英語教育の実施」が記され、英語教育の充実が大きな教育課題の一つと

なっている。

本市では、現在各校で様々な研究や実践が行われ、外国語活動の指導も充実して

きている。教育センター言語教育所員会でも、それに先駆けて外国語活動の指導に

ついての研究し、カリキュラムや指導案の作成、授業で使えるアクティビティ事例

集の作成などを行い、全市の教職員に発信をしてきた。

しかし、同じ中学校区内でも指導にばらつきがあるなどの課題も見られ、小中連

携が今後の大きな課題の一つとなっている。今後は小中の学習が円滑に効果的に繋

がるためにも、国や大阪府の動向を踏まえたうえで、小学校５年生から中学校３年

生までの５年間を見通した目標設定や授業作りが必要となってくる。

そこで今年度の言語教育所員会では、「評価活動の充実をベースにした小中連携

～英語力向上をめざして～」をテーマに、外国語活動や外国語科の授業実践を検討

し、その評価活動の方法や効果を研究してきた。

２．小中連携における評価の観点

外国語活動では、外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しむことが目標の一つと

なっているため、授業においても「話すこと」「聞くこと」の評価の観点に繋がる

ような目標設定が必要である。

中学校外国語科の評価の観点の中でも、とりわけ小中連携をする上で小学校外国

語活動において重要となる事項を挙げる。

(1)聞くこと

・積極的に取り組んでいる。【関心・意欲・態度】

・聞き続けようとしている。【関心・意欲・態度】

・場面や状況に応じて英語を理解することができる。【理解の能力】

(2)話すこと

・積極的に取り組んでいる。【関心・意欲・態度】

・話し続けようとしている。【関心・意欲・態度】

・自分の考えや気持ち、事実などを英語で話す事ができる。【表現の能力】

・場面や状況に応じて英語で話すことができる。【表現の能力】

どの項目も英語を使って、進んでコミュニケーションをとることができているか

に関わる項目であり、コミュニケーションの素地を養うという外国語活動の目標に

も繋がっている。

1-1.2.3

(4)(5)
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３．評価活動の重要性

では、それらの目標がどのように、どのくらい達成されたかを確かめるにはどう

すればよいか。その手立てとして評価活動が重要となってくる。評価活動を通して、

子どもたちは学習意欲を高めたり、よりよい表現の仕方に気づいたりすることがで

きる。

授業における評価活動には、大きく分けて「教師が行う評価」「子どもが行う自

己評価」「子ども同士の相互評価」の３つの評価活動がある。これらの評価活動を

授業の様々な場面で、様々な形で行っていくことで、より指導の効果を高め、子ど

もたちの学び合いも深まっていくと考えられる。

(1)教師が行う評価･･･発表等の活動中における形成的評価※、机間指導

※指導の途中でそこまでの成果を把握し、その後の学習を促すために行う評価

(2)子どもが行う自己評価･･･発表、振り返りシート

(3)子ども同士の相互評価･･･ペア･グループ学習等の交流場面

４．具体的な評価活動の実践事例

具体的な評価活動の実践事例を、次頁以降に紹介する。

(1)【1-1】What's do you like ? 友だちにインタビューしよう （小学校５年）

(2)【1-2】Hello to the world! いろいろな国の言葉を使って遊ぼう（小学校中学年）

(3)【1-3】病院へ行こう！！（小学校低学年）

(4)できることを紹介しよう（小学校６年）

(5)日本のもの（文化）を紹介しよう！（中学１年）

５．成果と課題

最後に、今年度の研究を通して見えてきた成果と課題についてまとめる。

小中連携をテーマに５年間を見通した目標設定を意識することの最も大きな成

果として、授業が変わったことが挙げられる。小中の校種間でお互いがどのような

授業をしているかを意識して取り組む様になり、児童生徒にとっても小中間の垣根

がなくなり、スムーズに中学の学習に取り組む事ができるようになった。そして、

どの学年でどの程度の力が付いていると良いかというゴールを明確に設定するこ

とで、一つ一つの単元のねらいも明確となり、目的意識をもった学習活動ができる

ようになってきた。

また、評価活動を充実することで、子どもたちの意欲がより高まり、積極的にコ

ミュニケーションをしようとする姿勢へと繋がった。そして、意欲を持って活動す

ることで、子どもたちの表現力も高まってきた。

一方で、先に述べたような状況は、まだまだ一部の研究校のある中学校区でのこ

とであり、これからいかにして全市的に広げていくかが課題であるといえる。教育

センターフォーラムをはじめとして、市内の外国語担当者の集まりや教職員の研修

の場を通じて、モデル校の成果を広く知らせ、共有していけるようにしていきたい

ものである。本所員会での研究成果をもとに、各中学校区でも小中連携の取り組み

が充実していくことを期待している。

p4

p8

p12

p18

P22
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子どもたちのつながりをいかす外国語活動

春日丘小学校 野村 史華

１． 前任校での初めての外国語活動

(1)担任だけの授業、ＮＥＴの先生の授業で感じたこと

(2)中学校区の連携として、中学校１年生の英語の先生が５．６年生の授業にかか

わってくれたこと

(3)言語所員会で学んだこと

２． 春日丘小学校の外国語活動

どの学年にもＮＥＴの先生と担任の授業があり、各クラスで給食や掃除の時間を

ＮＥＴの先生と過ごす機会がある。授業も楽しみにしているが、授業以外の時間

で「英語を使って話せる！」と楽しみにしている児童も多い。

３．「英語を話す必然性」とは

(1)ただ話すだけでなく、「どんなときに使えるか」を意識して単元や活動内容を

考える。

→今回の授業は、英語を使って話したり聞いたりすることを通して、目に見え

る形になっていくことが実感できるようにと考えた。

(2)子どもたちの「この言葉を英語で言いたい」という気持ちをひろいあげる。

４．授業づくりを通して感じたこと

クラスの友だちとの活動をする中で、ふだんの授業と同じように外国語活動も日

ごろの集団づくりの大切さを感じた。他の教科と同じように、英語に自信のある

子とない子の差があり、苦手意識を持つ子をどのように授業にまきこんでいくか

を考えさせられた。集団で活動したり話したりすることで「話してみて楽しい！」

と感じられる授業づくりをこれからも考えていきたい。そのためにも、担当学年

だから考えるのではなく、広く校内で考えていけたらと感じる。

How are you?

I!m ～

自分の体調に合わせて

Ｔシャツ作りで使いたい色は？

使いたいマークや数字は？

1-1
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AR Pゴシック体S

単元計画時間

病院へ行こう

Where do yo go ?

気持ちを伝えよう

How are you ?

4時 友だちにＴシャツをデザインしてもらおう

1時

2時

色、形、果物など、自分の好きなものを伝えよう

友だちに好きなものを尋ねよう

自分の好きなＴシャツをデザインしよう3時

単元のふりかえり

小学校

５年生

ゴール・目標

●自分の好きな色や好きなものを伝えることができる
●友だちに好きな色や好きなものを尋ねることができる。
●自分の好きなＴシャツをデザインして、紹介することができる。
●友だちの好きなものを聞き取ってＴシャツを作ることができる。

あいさつ 単語 フレーズ

学
習
の
流
れ

学習の流れ

Lesson５ What's do you like ?

友だちにインタビューしよう

○Color

red,blue,yellow

green,purple

sky-blue,pink

black,blown

white,yellow-green

○Mark
heart,circle

triangle,square
rectangle,star

diamond,spade

What do you like?

What〜do you like?

I like〜

I don't like〜

How many?

Good morning everyone
Good morning

How are you?

I’m fine.

How’s the

weather？”

It’s ○○
What day is it today?

sunny,cloudy,

rainy,windy,

snowy,cold,hot

1-1
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本時の流れ（４/４）

指導者の活動・留意点児童の活動
第４時

導

入

展
開

ま
と
め

あいさつ

めあてを明示
「友だちのオリジナルＴシャツを
作ってあげよう！」

今の自分の体調に合わせて“Ｉ’ｍ～”と伝え、
教師からも“Ｇｏｏｄ”など返していく。
日付けや天気を尋ねて、答え方など定着す
るようにする。

☆既習の確認

☆友だちにインタビューリレー
好きな色、好きなものを尋ねて答

える。机の列ごとにどんどん後ろの
人に尋ねて答えて、リレーをする。

☆友だちにＴシャツを作ってあげ
よう！
モデル（見本）を見せる。
色や好きなものを尋ねながら、友

だちのデザインしたＴシャツをペア
の人が作る。“blue star”や
“red circle”など、聞き取ったものを
教室にあるボックスから探してくる。
“How many?”も使えたら数を尋ね
るときに使う。

☆できあがったＴシャツを何人かに
紹介してもらう。

黒板に色紙やカードなど絵やマークで示

したものをはりながら、しっかり声に出し

て話せるようにする。

Ａ：What color do you like?

Ｂ：I like yellow.

Ａ：What do you like?

Ｂ：I like star.

形成的評価

ふりかえり

つたわる声で はずかしがらずに
大げさにできたかどうか確認

積極的に活動に参加できていたことをほ
める。
ことばがわからなくても、伝えようとする
気持ちが大切であることを確認する。

ふりかえり

ポイント

習った英語を使うことができたか

友だちの好きな色や好きなもの

が分かったか

聞き取ることのできる声の大きさ

で会話できたか

アイコンタクトをとれたか

※１

※２

※３

※４
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※１ めあての明示

「友だちのオリジナルＴシャツを作ってあげよう」

・本時のゴールや目的をしっかりと示す。

⇒目標を示すことで、教師自身も的確に声をかけられた。

子どもたちにとっても、「今日がんばること」が分かりやすくなった。

※２ モデル（見本）を示す

・会話の活動をはじめる前に、教師と子ども（あるいは子どもどうし）で会話

の流れを示す。

⇒会話の流れがイメージしやすくなる。

※３ 活動のとちゅうでの声かけ・評価

・英語を使って話せているか、声の大きさ、アイコンタクトなど、活動の内容

に合わせて全体に声をかける。

・“Ｇｏｏｄ！”や“Ｎｉｃｅ！”などのほめ言葉

⇒「ゲームが楽しい」になりがちなので、今日の目標をもう一度意識させるこ

とができた。

※４ 自己評価

・活動の終わりや単元ごとに、自己評価カードを使ってふりかえりをする。

⇒これからやってみたい活動なども自由に書くことができる。

⇒これからの外国語活動にいかせるように、「難しかった」などの意見もすくい

上げられる。教師のふりかえりにもなる。

1-1
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多文化共生の学習を通して コミュニケーション力を育てる

山手台小学校 西野 佳奈

１．山手台小の外国語活動の方向性

・3 年生までにできるだけいろいろな言語にふれ、

英語でのコミュニケーション能力の素地を養う。

・4 年生で英語を使って、相手とつながる楽しさを体感する。

・５・６年生で英語の学習を深めていく。

・中学校での英語学習へ

・将来、再び多文化（多言語）に興味をもち、自分の生き方に生かす。

２．実際の外国語活動

・1 年生 年間 3 時間 英語 ＮＥＴ＋担任

・2 年生 年間 3 時間 英語 ＮＥＴ＋担任

・3 年生 年間 3 時間 英語 ＮＥＴ＋担任

6 時間 多言語（アジアを中心に） 担任

・4 年生 年間 3 時間 英語 ＮＥＴ＋担任

6 時間 英語 担任＋地域ボランティア

『アメリカ コロンビア小４年生との文通』

・5 年生 年間 11 時間 英語 ＮＥＴ＋担任

24 時間 英語 担任

・6 年生 年間 11 時間 英語 ＮＥＴ＋担任

24 時間 英語 担任

３．多文化共生のとりくみのねらい

・外国にルーツをもつ子どもが、自分に自信をもち

胸をはって生きられる土台づくりとする。

・多文化とプラスの出会いをし、いろいろな国に

ついて正しく知ろうとする。

・多文化に興味をもち、世界共通語としての英語の

学習につなげる。

1-2
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AR Pゴシック体S

5時

世界のいろいろな言葉であいさつしよう！

世界のいろいろな言葉でじゃんけんしよう！

国ごとのグループでお店の準備をしよう①

6時

単元計画時間

国ごとのグループでお店の準備をしよう②

国ごとのグループでお店の準備をしよう③

お国しょうかいのお店を開こう！

1時

2時

3時

4時

病院へ行こう

Where do yo go ?

気持ちを伝えよう

How are you ?

小学校

中学年

ゴール・目標

●いろいろな国の言葉で、簡単なあいさつが言える。
●じゃんけんで遊びながら、コミュニケーションをとろうとする。
●積極的に活動に参加する。
●いろいろな国に興味をもち、正しく知ろうとする。

全体 グループ 全体

学
習
の
流
れ

学習の流れ

Hello to the world!
いろいろな国の言葉を使って遊ぼう

○「こんにちは」

○じゃんけんの説明

○「じゃんけん」

○お国プレゼント

○「ありがとう」

店：「こんにちは」

客：「こんにちは」

店：じゃんけんの説明

いっしょ：

「じゃんけんほい」

店：プレゼント渡し

店：「ありがとう」

客：「ありがとう」

8ヶ国語で交流する。

Ｈｅｌｌｏ
ニーハオ（中国）
アンニョンハセヨ（韓国）
チャオ オン（ベトナム）

など8ヶ国語であいさつ

グー・チョキ・パー
シートウ、ジエンタオ、ブー

（中国）
バウィ、カウィ、ボ（韓国）

モッ、ハイ、バー
（ベトナム）

山手台小学校 西野 佳奈

1-2
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本時の流れ（６/６）

指導者の活動・留意点児童の活動
第６時

交
流
（
前
半
）

交
流
（
後
半
）

ま
と
め

前半準備（5分）

・言葉の確認・練習

・日本語をできるだけ使わず、ジェス
チャーも入れて、自分の調べた国の言
葉で交流すること。

・８ヶ国語すべてのお店を回り、その国の

前半 お店スタート（１５分）

８グループ お店

８グループ お客

前半 お店片付け

後半 お店準備

後半 お店スタート（１５分）

（前半と同じ内容）

・お客に伝わるように繰り返し、その国
の言葉で話しかけること。

・プレゼントをあげる・もらうことより、言
葉を使って、相手とコミュニケーション
をとること。

・いったん教室に子どもたちを戻し、前半
の様子から、進んでコミュニケーションを
とれているか、その国の言葉をできるだ
け使っているか、確認する。（形成的評価
を入れる。）

ふりかえり（5分）

・いろいろな国の言葉を使って、
あいさつやじゃんけん交流をした
かな？

・自分の調べた国以外でどれだけ
の国の言葉を覚えているかな？

積極的に活動に参加できていたことをほ
める。

言葉がすぐに覚えられなくても、わかろう
とする気持ちが大切であることを確認す
る。

ポイント
自分の国の言葉を使えたか
声をはっきり出せていたか
お店の人の説明をよく聞いてい
たか
いろいろな国の言葉を進んで使
おうとしたか
国によっていろいろなじゃんけん
があることに気がついたか

（５分）

10
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低学年でもできる！生きている英語 授業実践

太田小学校 村岡 倫子

１．太田小学校のとりくみ

(1)平成２３～２５年度の３年間にわたり、大阪府、茨木市教育委員会の「使え

る英語プロジェクト」の実践研究校として太田中学校と連携し、関西大学竹内

理教授の指導のもと、取り組んできた。

(2)小学校では、簡易な外国語活動のカリキュラムを学校独自で作成し、系統性

のある活動ができるよう、各学年でおさえておく単語やフレーズを明示し、実

施している。

２．コミュニケーションの必然性

取り組みの中で一番大事にしてきたことが、活用場面を工夫することである。言

語習得が目的ではない、外国語を使ってコミュニケーション能力を高めるために、

「これを使いたい！」と思える場面を設定してやることを重視した。

３．バックワードデザイン

ゴールを設定し、そのために必要な学習を考え、その必要な単語や構文を獲得す

るための学習を逆行して考えて計画していく方法。

(1) Goal 最終場面で、子どもたちにつけたい力

(2) Situation イメージができて、実際にありそうな

シーンを活用場面にする

(3) Approach その場面で必要なやりとりを考え、使

う語彙をピックアップ。そこからどの

ように教えるかを考えていく。

４．小中連携の大切さ

小学校と中学校の教師が互いの授業を見合うこと、これだけでも大きく前進で

きたように思える。子どもの実態を小･中の教師同士で交流でき、何が必要か、

何が中学入学までに求められているのか、卒業時のゴールを知ることが大切であ

り、そこからバックワードデザインをしていくことが一番の連携であると考える。

成果としても、コミュニケーションの素地をしっかり小学校で身につけ、英語

を好きだという児童が、現在中学校で授業のモチベーションへとつながっている。

1-3

小道具

薬の絵カード

Head
→ひえぴた
shoulder
→サロンパス等

A)Who are you?

B)I’m～

12



AR Pゴシック体S

単元計画時間

病院へ行こう

Where do yo go ?

気持ちを伝えよう

How are you ?

7.8時

あいさつしよう。天気を覚えよう！

からだのパーツを覚えよう！

あなたはだあれ？3時

けがしたところをなおしてもらおう！フレーズの復習

各班の作戦会議6時

4時

5時

英語で言おう「はいどうぞ！」

ロールプレイ

1時

2時

小学校

低学年

ゴール・目標

●歌やゲームを通して、簡単なあいさつや体の部分の名前が言える。
●覚えたフレーズを使って、コミュニケーションをとろうとする。
●積極的に活動に参加する。

あいさつ 単語 フレーズ

学
習
の
流
れ

学習の流れ

病院へ行こう！！

○Body parts

head,
shoulders,
knees,toes,
eyes,nose,
mouth,ears

○Role

doctor,nurse ,mother,
father,sister,

brother

What’s wrong?

～～,ouch.

Who are you?

I’m ～.

～,please!
Here you are.
Thank you.

Good morning everyone.
Good morning Mr/Ms. ～

How are you?
I’m fine.

How’s the

weather?"

It’s ～.

sunny,cloudy,
rainy,windy,

太田小学校 村岡 倫子

1-3
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本時の流れ（８/８）

指導者の活動・留意点児童の活動
第８時

導

入

展
開

ま
と
め

1 あいさつ

♪Head shoulders,knees,and toes

ジェスチャーもつけながら、自分の体調を伝
えることで、はずかしがらずにできる空気を
つくる。

元気に歌を歌いながら、だんだん早くなって
いく曲に合わせて体を動かす。

2既習の確認(フラッシュカード

3 薬集めゲーム

Ａつらそうにしてる人に声を

かける役。（薬のカードを持つ。）

Ｂ具合の悪い人の役。(班毎に

痛い場所を指定しておく。）

英語を使って、薬を集める。

時間が来たらＡＢ交代

4 お医者さんごっこ

･役割分担（doctor /nurse /患者にわ

かれて）4グループずつ行う。

各グループ終了毎に、シェア班

にポイントの札を持たせできていたら、

上げる。

チャンツでジェスチャーをリズムに乗せてフ

レーズを確認。

A：Hi!

B：Hi!

A ：What’s wrong!

B：～, Ouch!

手持ちのカードに痛い部位の薬がある時

A ：Here you are.

B：Thank you!

手持ちのカードに痛い部位の薬がない時

A：Take care.

B: Thank you.

小道具は好きなものを利用してよい

ペア班で見合う。

各々にポイントの札を持たせできていたら、

上げさせる。

5 ふりかえり

つたわる声で はずかしがらに
大げさにできたかどうか確認

積極的に活動に参加できていたことをほめ
る。
ことばがわからなくても、伝えようとする気持
ちが大切であることを確認する。

ポイント

ならったえいごをつかえたか

みんなかつやくできていたか
おくすりをもらえていたか
大きな声

ジェスチャーをしていたか

めあて 大きな声で はずかしがらず 大げさに ジェスチャーしよう！

Who are you？ I'm Ken.
What's wrong? Head ,Ouch!
Here you are. Thank you.
Good bye,doctor.Good,bye
Good bye,nurese.Good,bye

※１

※２

※３ ※４

※５
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※１ あいさつ

今日の体調について各班ごとにジェスチャーで答えてい

く。大きな声で、はずかしがらずに、大げさにジェスチャ

ーできていれば、他の班の児童たちは拍手をする。教師も

小さな変化をほめることを大事にしてきた。

※２ テンションバロメーター

曲やチャンツのときに、声の大きさやからだの動かし方

をみながら、バーの横の矢印を教師が前で上げ下げする。

児童たちは、にっこりマークの方に矢印をあげようと、

声や動作を大きくし、はりきっていた。声を大きく出そう

として、叫んだり、奇声を出したりしたときは、矢印を

下に下げるだけで、間違えに気付くことができていた。

※３ ポイント

ロールプレイを見るときに、どの点を重

視して行うかを、ポイントとして示した。

(1)英語を使えていたか、

(2)グループみんなが活躍できるように行う

ことができたか、（全員が何か一言でも

声を出せたか。）

(3)自分のグループが痛いと伝えた部位の薬

や手当てを相手のグループに伝えることが

できるようにできたか。

(4)声は相手にとどいていたか。

(5)ジェスチャーをつけることができたか。

上記の内容を簡略化して黒板に掲示した。

ロールプレイするときはそのポイントにそって行えるように意識付ける目的であ

る。

教師は、ロールプレイが終わるたびに、児童たちにどこがよかったかをポイント

にそって発表させる時間を設けた。また、教師は劇の途中でもいいところをどんど

んほめ、次の班に積み上げられるよう形成的評価を加えていった。

1-3
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※４ 相互評価の札

ロールプレイを見ている子ども側は、

ポイントにそって評価をする。各班で

分担し、ポイントをクリアできていたら、

手持ちの札をあげる。これによって、演

じる側も見る側も、どのポイントを重視

すればいいかがわかるようになった。

※５ ふりかえり

めあてにそって、大きな声で、はずかしがらずに、おおげさにジェスチャーでき

たかをふりかえり、挙手をする。また、活動を楽しめたかどうかを、ふりかえる。

成果と課題

成果としては、すべての授業で、大げさにはずかしがらずにジェスチャーをする

ことに重きを置いて、前の時間よりもできたときはみんなで認め合うことを大切に

した。子どもたちが互いを認め合うことで自信を持ち、日をおう毎に積極的に活動

に参加できていた。声の大きく出せない児童も 表情豊かに皆の前で発言していた

ことが印象的であった。意欲の面でも図書館で英語の本をかりてきたり、担任にき

きにきたりして自分たちで知っているフレーズを増やしている班もあった。やる気

がそのまま評価につながるということもあって、他の教科ではあまり目立たない児

童が活躍でき、外国語の授業で自信をつけた子も数人いたように思う。

課題としては、子どもたち同士で評価しあう場面で札をあげるとき、こちらが示

したポイントよりも厳しく評価していたように思う。
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できることを紹介しよう

三島中学校 櫻井 香奈子

三木 歩

１．中学校教員による小学校専科指導

「指導方法の工夫改善定数（加配教員）を活用し、中学校教員が小学校で教科指導

を行うことで、小学校における専科指導の充実を図るとともに、小・中連携、小・小

連携を一層推進し、子どもたちの確かな学力をはぐくむ。」ことを目的として、本市で

は小学５、６年の外国語活動に加配教員を１名配置している。

H24 年度より、三島小、庄栄小、西河原小５、６年全クラスの外国語活動の授業を

(１クラスあたり週１回、年間 35 時間 )担当している。

２．教材観

本単元では「できること」や「できないこと」について表したり尋ねたりする表現

や、動作を表す表現について扱う。自己紹介は、5 年生時から様々な形で取り扱って

きた題材ではあるが、改めて自分のできることやできないことを考えることは、自分

を見つめなおすことであり、それを通して自己肯定感につなげさせたい。また、「でき

ること」「できないこと」を紹介しあい、友だちどうしで互いの理解を深めることにつ

なげてほしい。

３．児童観

学習に対して意欲的な児童が多い。中には、学習を苦手だと感じている子どもたち

や英語を「難しい」と思っている子どもたちもいるが、途中で投げ出すことなくじっ

くりと取り組み、教えあったり学びあったりすることのできる子どもたちである。ペ

アやグループで意見を交流したり、活動を行ったりすることにも積極的である。昨年

度からの外国語の取り組みの中でも、英語を使っての活動は好きで楽しんでいるだけ

ではなく、英語をつかうことそのものや、中学校の英語の授業に対する興味・関心も

あるようだ。さまざまな教材や活動を通して、自分の意見を相手に伝えることや、お

互いのよいところを見つけ・認め合うことを今後も続けていってほしい。

４．指導観

本単元で扱う I can～. I can’t～. という表現は、中学生が理解しやすい文法事

項でもあり、小学生にとってもそれほど難しくはならないと思うが、それに続く動詞

は、Hi, friends！2 に出てくるものだけでもかなり多く、慣れさせるために繰り返し

使っていく必要がある。自分の思いや考えをみんなの前でわかりやすく伝えることを

苦手とする子どもは多いが、自分のことについて十分考える時間をとり、得意なこと

や苦手なことについて自己表現ができるよう支援する。また、友だちの発表を聞いて、

共感したりもっと知りたいと思ったりできるように、相手とのやりとりも楽しめるよ

うにしたい。

(4)
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AR Pゴシック体S

2時

動作を表す単語や、「できる」「できない」という表現を知る

自己紹介に使う表現を確認し、「できること」「できないこと」を
伝える表現に慣れ親しむ

「できること」や「できないこと」を聞きあって積極的に交流する
（班での発表練習）

自己紹介の発表をする（班のメンバーとは別のグループで）

単元計画時間

病院へ行こう

Where do yo go ?

気持ちを伝えよう

How are you ?

3時

4時

1時

小学校

6年

ゴール・目標

●積極的に友だちに「できること」をたずねたり、自分の「できること」や「できない
こと」を答えようとする。

●動作を表す語や「できる」「できない」という表現に慣れ親しむ。
●動作を表す語について、日本語と英語の共通点や相違点に気づく。

単元１ 単元２ 単元３

単
元
３

の
流
れ

単元３までの流れ

できることを紹介しよう

・日本や世界の行事を
知ろう

・月の名前や日付を英
語で言えるようになろう

・友達と誕生日を聞きあ
いながら積極的に交流
しよう

● When is your
birthday?
● My birthday is～.

できることを紹介しよう

・Can you～？
・Yes, I can.
・No, I can't.
・I can ～. / I can't ～.

・動詞
play+スポーツ,
play＋楽器
cook, swim,
ride＋乗り物 など

・あいさつをしよう

・アルファベットで遊ぼう

● Hello. How are you?

（復習）

●数字 ０～１００

● How many～?

（復習）

●アルファベット

大文字・小文字

三島中学校 櫻井 香奈子

(4)

19



指導者の活動・留意点児童の活動

本時の流れ（４/４）

第３単元

第４時

導

入

展
開

ま
と
め

あいさつ

Good morning/afternoon.
How are you?
I'm fine/ happy / hungry / sleepy /

tired / sad. など
What day is it today?
What's the date today?
How is the weather?

チャンツ１

アルファベットフォニックス

チャンツ２

絵本 From Head to Toe

あいさつとともに、体調や曜日・日付・天気
など毎回くりかえし、やりとりをして定着を
図る。

文字と音とをつなぐため、アルファベットの
名前読みと音読みとをリズムに合わせて
発音する。

ジェスチャーをつけ、体を動かしながら、児
童とともに絵本を読む。

めあての確認
「相手に伝わるように工夫して
自己紹介を発表しよう」

チャンツ３
既習の動詞確認

(ピクチャーカード)
I can play the piano. など

Activity3( p13)
音声を聞いて、自己紹介の発表方
法を確認する

発表の最終練習（班で）

一人が発表の練習をし、ほか
のメンバー聞きあう。
聞いているメンバーはアドバ
イスをする。

自己紹介の発表
いつもの班のメンバーとは違う４つ
のグループに分かれて、お互いの
自己紹介を発表しあう。
一人の発表が終わったら、聞いて
いるメンバーは質問や感想を必ず
いう。

チャンツでジェスチャーをリズムに乗せて
フレーズを確認。

音声を聞いて、内容を理解できているか
確認する。

Big voice, Eye contact, Smileを意識させる。
ジェスチャーをいれるなど、相手に伝える
ための工夫を必ず入れることも意識させ
る。

一人の発表が終わったら、発表に対する
感想や意見を必ず言い合う。英語でも日
本語でもよい。自信を持てない子にはそ
ばに行って声をかける。
自分なりに工夫して伝えたいことを表現し
ようとしているか見ておく。
早く終わったグループには、アドバイスを
参考に、どうすればより良い発表になる
かをグループで話し合わせ、もう一度発
表をやってみるように言う。

ふりかえり
ほかのメンバーのよかったところ
や、自分が工夫したところ、もっと
改善できるところを振り返る。
クラス全体で、感想を交流する。

あいさつ

積極的に活動に参加できていたことをほ
める。
ことばがわからなくても、伝えようとする
気持ちが大切であることを確認する。

指導者からも、気づいたことを伝え、評
価する。

※１

※２

※３

※４
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※１言語や文化についての知識・理解

「読むこと」に評価観点を置く。（行動観察）

絵本を読むときに教師側が大きくジェスチャーを

することで、児童が恥ずかしがらずに大きくジェ

スチャーができる環境を整える。

※２理解の能力

「聞くこと」（行動観察）

チャンツを聞きながら I can play the piano.のよう

なモデルを示し、さまざまなピクチャーカードを掲

示する。

そうすることで、既習事項の復習にもつながり、い

つもと違う動作を選ばせる等、たくさんの単語を使

わせることもできる。

※３外国語表現の能力

「話すこと」（発表観察）

Big voice, Eye contact, Smile をしっかり意識させる。そしてジェスチャー等の相手

がよりわかりやすくするための工夫を入れること。班で行う際は他のメンバーが良い

点、悪い点を挙げることで相互評価になる。また、異なる班での発表を行う際は恥ず

かしがらずに発表しているか、工夫を入れているかなどを評価素材として取り入れた。

※４コミュニケーションへの関心・意欲・態度

「聞くこと」「話すこと」（発表観察・自己評価・児童の相互評価…ふりかえりカード記入

確認）

あいての発表を聞くことで、自分の悪い点が見える事を理解させる。そして言葉が詰まっ

てもジェスチャー等を取り入れることでも相手が理解してくれるというプラス面を認識

させる。そして最後に振り返りカードを書くことで授業全体の振り返りができ、自分の良

かった点悪かった点を再確認することができる。

(4)
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小学校からのバトンタッチ！使える英語実践

太田中学校 永井 卓也

１．太田中学校のとりくみ

(1)平成２３～２５年度の３年間にわたり、大阪府、茨木市教育委員会の「使え

る英語プロジェクト」の実践研究校として太田小学校と連携し、取り組んでき

た。

(2)中学校では、小学校での外国語活動を受け、バックワードデザインの手法を

用いて各学年の※①ゴールを設定して授業を行っている。

２．必然性のある場の設定（コミュニケーションの必然性を考える）

中学校における「場の設定」は小学校においての「場の設定」を日常の授業や打

ち合わせ、カリキュラムの交流において情報交換することによって、その設定を参

考にしてさらに深めることを目指している。一方で場を設定することが、思春期の

子どもたちには「わざとらしい」と感じることもまた現実なので、日常の授業が「場

の設定」になるように、自然な会話、授業を意識している。

３．共通教材

本校では２００９年度（平成２１年度）まで１年生～３年生まで完全分割での

外国語授業をおこなっていた。さらに新学習指導要領で外国語が週４時間になる

以前（２００９年度（平成２１年度））から「選択英語」として３年生では週４時

間の外国語授業を展開していた。以前の教科書は週３時間の授業を想定してつく

られていたので、どういった方向性でやっていこうかと教科担当で話し合い、で

きるだけ今の時代にあった「使える英語」を身につける素地をつくるような教材

を考えた結果、正進社の『Talk and Talk』という教材を選んだ。

学年が上がり担当教員が退職や転勤などで交代し、状況が変わって生徒が戸惑わ

ないように、他の副教材も全学年で統一し、３年間を通して全学年が同じ方向性

をもつようにしていった。「使える英語プロジェクト」の実践校に選ばれてからも、

この形は崩さなかった。

４．小中連携

最初は教師がお互いの授業を見ることから始まった。お互いがどんな教材を使

いどんな授業をしているのかを知ることが重要と考えたからだ。小学校で学んだ

ことを中学校で学ぶとしても、「小学校でやったし」という生徒の声をなくし、

さらに発展させたうえでつなげていくことを心がけた。

これはお互いのゴールを理解できているからできることであり、小中連携の重

要性をさらに認識した。

(5)
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※①ゴールを設定

中学１年生 中学２年生 中学３年生

Goal（到達目標）

・wh-の質問に対し

て、主語・動詞を使

っ て 答 え る こ と が

できる。

・典型的な１日を英

語 で 説 明 す る こ と

ができる。

・ 既 習 の 表 現 を 使

い、発表することが

できる。

・自分のことについ

て１分間スピーチを

することができる。

・自分の考えや意見

を中学校３年生段

階の語句を使って

伝えることができ

る。

Input

・３桁までの数字を

理解することがで

きる。

・日常の場面での英

語の意味がわかる。

・接続詞を含む英文

を聞いて答えること

ができる。

・日常の場面での英

語の意味がわかる。

・不定詞、動名詞、

助動詞を含む文をき

いて答えることがで

きる。

・未習の語句の意味

を文の前後関係か

ら推測することが

できる。

・関係代名詞を含む

文を聞いて理解す

ることができる。

Output

・be 動詞を使って自

己紹介、他人紹介を

することができる。

・一般動詞を使って

自己紹介、他人紹介

をすることができ

る。

・過去、未来のこと

を英語で説明するこ

とができる。

・理由を説明するこ

とができる。

・英語劇をすること

ができる。

・日本の紹介をする

ことができる。

・尊敬できる人物を

紹介することがで

きる。

・関係代名詞を使っ

て人やものを説明

することができる。

Others

・班活動で教えあい

や話し合いをしな

がら、コミュニケー

ション能力を磨く。

・班活動で教えあい

や話し合いをしなが

ら、コミュニケーシ

ョン能力を磨く。

・班活動で教えあい

や話し合いをしな

がら、コミュニケー

ション能力を磨く。
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AR Pゴシック体S

班で協力し、さまざまな表現を使い、クラブ紹介ができる。

1時

発表。日本のもの（文化）についてｵﾘｼﾞﾅﾙ文の作成。班で発表。

4時

既習表現の復習（形容詞・動詞）、３人称単数現在形を理解する。

既習表現の復習（疑問詞）、３人称単数現在形の疑問文を理解する。

疑問詞を使った３人称単数現在形の疑問文を理解する。3時

5時

2時

発表へつなぐ。日本のもの（文化）を説明するための考え方を学ぶ。

6時

単元計画時間

病院へ行こう

Where do yo go ?

気持ちを伝えよう

How are you ?

中学校

１年生

ゴール・目標

●習得した表現を使って、日本のもの（文化）について班のメンバーと協力して発表することができる。

●発表を聞いて、内容を理解することができる。

●発表を聞いて、内容に関する質問に答えることができる。

●情報をマインドマップでイメージにしてその情報を英語で説明することができる。

単元１ 単元２・３ 単元４

単
元
の
流
れ

単元４までの流れ

日本のもの（文化）を紹介しよう！

○ペアで「何が好きか」
「いつするのか」「どこで
するのか」などのスキッ
トを作る。
○Does～? を使った会
話を完成させる。

○ペアで「何をするの
か」「どこでするのか」
「いつするのか」につい
て質問し解答する。
（日本のものについての
例も紹介）

○教師の用意したクラブ

活動、８クラブ（８班分）に

ついて各班で協力し紹介

文を作る。

○班員で分担して覚え発

表する。

※３時で学んだ表現を使

う。

○自分の好きなこと、得
意なことを説明する。

○「典型的な１日」を英語
で相手に説明できる。（１
人称と３人称）

ex) Miki gets up/
eat breakfast/
usually eats/
leave home for..

太田中学校 永井 卓也

(5)
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指導者の活動・留意点生徒の活動

本時の流れ（５／６）

第５時

導

入

展
開

ま
と
め

１．あいさつ

Good afternoon.

I'm happy/ full/ sleepy/

nerous/ etc...

Good afternoon.
How are you?
Who is absent today?

英語の授業が始まる雰囲気にし、リラッ
クスできるように。

２．「本日の目標」の確認

動詞・形容詞の復習

３．マインドマップのイメージを

知る。

４．マインドマップを作る。

５．イメージをつなげ、英文を

作る。

６．発表をする。

７．(４．５．６．)をもう１題

「本日の目標」の提示

use/play/see/show/eat/cook/wear/
put/ hang/ make/ give/ call/ get/

traditional/heavy/light/expensive/
beautiful/colorful/delicious/popular/fa
mous/ great/ difficult/ easy/
interesting/old/cool/fast/exciting/

本日の目標を全員が意識するような
声かけをする。

マインドマップの提示

イメージを具体化できるように支援す
る。

困っている班には答えをいわないよう
にヒントを出す。
他班の作品を確認する時間をとる。

８．ふりかえり

他班の発表の内容を確認
する。

前向きなコメントをする。

次につながる目標や改善点を確認す
る。

評価規準

※１

※２

※３

※４
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※１．あいさつ

主語 /動詞 /形容詞の語順の「形容詞」の部分（受け答え）がそのとき自分の状況

を的確に表現できるように日頃からさまざまな気分を表す形容詞を学んでいる。

※２．「本日の目標」の提示

「その日にすること」、「その日のゴール」を

明らかにする。ゴールを授業の最初に提示する

ことにより、授業の展開を子どもたちが理解し、

指示を待つだけでなく、自ら動き出すことがで

きるようになってきた。

※３．マインドマップのイメージを知る。

マインドマップにより５W１H が整理され、

情報を視覚化できるため文章表現がしやすくなる。

※４．単元の評価規準

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝへの

意欲・関心・態度
外国語表現の能力 外国語理解の能力

言語や文化に関する

知識・理解

間違いを恐れず、話を続け

ようとする。

さ ま ざ ま な 工 夫 を し て 相

手に伝えようとする。

習 得 し た 表 現 を 使 い 場 面

に 応 じ た 英 語 を 話 す こ と

ができる。

ク ラ ス メ ー ト の 発 表 を 聞

き、内容を理解する。

１人称・２人称・３人称が

主語の文を理解し使う。

疑 問 詞 を 用 い た 疑 問 文 を

理解し使う。
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どうする？不登校アセスメントとふれあいルームの活動

教育センター 佐藤 雅昭

１．はじめに

茨木市では年間 30 日以上欠席の不登

校児童・生徒が毎年 200 人を超えていま

す。その中には、家に引きこもる、コミ

ュニケーション力が低い、などの課題を

抱えた不登校の子どもが多くいます。

しかし、子どもに対して、手立てや見

通しがない状態になっていませんか？

茨木市の不登校アセスメントを知り、子

どもにとって適切な支援をすることが

必要です。

２．茨木市不登校児童・生徒の支援における関係機関

茨木市教育センターでは以下のような支援を行っています。それぞれの部門で連

携を取り合い、児童・生徒の学校復帰を目指します。

(1) 不登校相談・ふれあいルーム

(2) 面接相談

(3) 発達相談

(4) 出張教育相談

(5) 特別教育相談

３．アセスメントシートの見方について

Ｑ・こんなパターンの児童・生徒がいたらどこにつなげますか？

不登校児童・生徒

↑

・どのような要因、課題があるのか？

・どの機関につなげるべきなのか？

・どんな力を身につけさせたいか？

適切な見立てが必要！

①落ち着きがなく、勉強に付い

ていきにくい。

こだわりが強い。

②いじめや、人間関係のもつれ

から情緒不安定になっている。

③優しく、素直な性格だが、繊

細 で 周 囲 の 目 を 気 に し す ぎ て

学校に行けなくなった。

1-4

(P30)

連携

連携
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４．適応指導教室「ふれあいルーム」について

～集団活動を通して、学校復帰、社会復帰を目指す～

(1)ふれあいルーム入級生について（１月現在）

H25 年度は 23 名が入級

(2)ふれあいルームの活動について

様々な活動を通して、学校復帰を目指

します。詳しい活動内容、時間割等はお

問い合わせいただくか、パンフレットを

ご覧ください。

(3) ふれあいルームの成果について

・完全学校復帰…３名

・定期テスト別室受験…３名

・チャレンジデーの別室登校からの教室登校…５名

・他、チャレンジデーの別室登校、放課後登校などの支援。

＜他にも＞

・ふれあいに行くことで家から出るようになった。

・ふれあいに行くことでよくしゃべるようになり、家庭での表情がよくなった。

・生活リズムが改善された。

(4)学校との連携

・月に一度、担当者の学校訪問による入級生の状況報告。

・学期末懇談会の実施。

・電話連絡など、学校と常に連携を！あくまで学校が主体です！

ふれあいルーム（教育センター支援ルーム）連絡先 626-4407

所外活動

（学期に一度）

教科学習

スポーツ

（毎日 1 時間）

総合の時間

（毎日 1 時間）

所属学校に毎月通信を配布。
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茨木市不登校児童・生徒の支援における関係機関

※１ 茨木市教育センター適応指導教室「ふれあいルーム」及び不登校相談

☆「ふれあいルーム」

対 象：不登校状態にある小・中学生

活動内容：一人ひとりの興味・関心を尊重した教科学習・スポーツ・集団活動など

※不登校支援員（学生ボランティア）の家庭・学校別室への派遣もおこなっている。

☆不登校相談

対 象：不登校児童・生徒支援室「ふれあいルーム」入級の小・中学生とその保護

者

相談内容：学校に行きにくい、行きたくないなど不登校・登校しぶりに対する支援に

ついて専門の相談員（学校心理士）が相談を受ける。

※２ 茨木市教育センター面接相談

対 象：小・中学生とその保護者

相談内容：不登校・情緒不安定・対人関係の悩み・神経症などの心理的・情緒的な問

題に関する個別相談を専門の相談員（臨床心理士）が受ける。

必要に応じて「心理療法」・「心理検査」などを行う場合がある。

※３ 茨木市教育センター発達相談

対 象：小・中学生とその保護者（お申し込みは小１の５月～中３の６月まで）

相談内容：勉強についていきにくい、集団行動やコミュニケーションが苦手などの発

達の悩みに関する個別相談を専門の相談員（特別支援教育士・臨床心理士

・言語聴覚士）が受ける。

必要に応じて「発達検査」などを行う場合がある。

※４ 茨木市教育センター出張教育相談

対 象：小・中学生の保護者

相談内容：スクールカウンセラーが配置されていない小学校に教育相談員（学校心理士）が出

張し、教育に関する悩みについて相談活動を行う。

※５ 専門の医師等による特別教育相談（茨木市教育センター）

対 象：小・中学生とその保護者

相談内容：心理面（年３回）及び発達面（年 12 回）についてそれぞれ専門の医師等が指導・

助言を行う。

※６ 男女共生センター ローズ WAM による女性相談・DV 相談・仕事相談等

対 象：主に女性

相談内容：DV・仕事・恋人・（性）暴力等女性が抱える悩み全般の相談を専門の相談員が行う。

※７ ＳＣ（スクール・カウンセラー）

配備状況：小学校 32 校中 22 校（月１回程度）、中学校全校（14 校週１回程度）

1-4
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※８ ＳＳＷ（スクール・ソーシャル・ワーカー）

配備状況：全中学校区（14 校８名）

※９ 茨木市少年サポートセンター

大型ショッピングセンターや繁華街における街頭補導活動を行うほか、関係機関と連

携して、問題を抱えた少年の立ち直り支援活動として、川掃除等の社会貢献活動、ゴ

ーヤ等の野菜を育てる農業体験、また、収穫した野菜を使った料理教室、表札作りや

バルーンアート体験等を開催する等、少年問題に様々な方面から働き掛け、少年の非

行防止活動に取り組んでいる。

※10 茨木市要保護児童対策地域協議会

保健、福祉、医療、医療、教育、警察等の関係機関が連携を図り共通認識のもと、要

保護児童の早期発見、迅速かつ適切な保護と児童虐待の防止を図るために設置

構成機関：弁護士・児童養護施設代表・茨木市私立保育園連盟・茨木市私立幼稚園連

合会・子ども“わいわい”ネットワーク茨木・（社）茨木市医師会・（社

福）茨木市社会福祉協議会・茨木市民生委員児童委員協議会・茨木市人権

擁護委員・大阪府吹田子ども家庭センター・大阪府茨木保健所・大阪府茨

木警察署・こども育成部・茨木市福祉事務所・福祉政策課・障害福祉課・

子ども政策課・保育課・子育て支援課・学童保育課・保健医療課・人権・

男女共生課（男女共生センターローズ WAM）・教育政策課・学校教育推進

課・教育センター・青少年課・消防本部警備課

（下線は、実務者）

→児童虐待を疑う子ども（小・中学校）が見つかったときは、管理職を通じて教育委員会

学校教育推進課(072-620-1683)へ連絡する。

※11 大阪府茨木保健所

相談内容：統合失調症、気分障害、パーソナリティ障害、アルコール依存症、薬物依

存、認知症等に関する診断や医療機関受診に関する相談

本人及び家族からの療養や生活上困難に関する相談

医療機関等の情報提供 その他

相談担当：精神保健福祉相談員・保健師・精神科医

※12 障害福祉課

相談内容：精神保健福祉手帳や療育手帳の申請やさまざまなサービスの利用について

の相談
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パイロット的研究の実践報告

～「先生」だから、できることがあります。～
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『プログラミン』を用いたプログラミング学習について

ICT サポーター

濱口功稔

1. プログラミング教育への関心の高まり

昨年 6 月に阿倍政権が発表した「成長戦略の素案」の中では、義務教育段階でのプログラミン

グ教育について言及されました。民間団体でも小中学生向けのプログラミング教室が開かれるな

ど、プログラミング教育への関心が高まっています。

2. 簡単にプログラミングの基礎が身に付く『プログラミン』

義務教育段階でのプログラミング教育が重要とは言え、C 言語や Java など本格的なプログラ

ミング言語を用いることは、子ども達はもちろん、教える側の先生方への負担も非常に大きくな

ります。

そこで、簡単にプログラミングの基礎を

学べるサイト『プログラミン』をご紹介し

ます。

『プログラミン』では、それぞれ単純な

命令を、動かしたい絵にドラッグして、ブ

ロックのように組み合わせることで複雑な

動きを実現させることができます。

操作は非常に簡単ですが、プログラミン

グの特徴である「繰り返し」や「条件分岐」

といった処理を行うことが可能です。

3. プログラミングを学習する意義

プログラミングを教えることは、将来のプログラマーを育成するためかと言うと、必ずしもそ

うではありません。単純な命令を組み合わせて、自分の思うように絵を動かすことは論理的思考

力や問題解決能力を養うのに役立ちます。

また、絵の移動や回転といった動きを数値で指定することは、算数の理解を深めることに繋が

ると期待できます。

4. 参考 URL

『プログラミン』（http://www.mext.go.jp/programin/）

2010 年代中に 1 人 1 台の情報端末による教育の本格展開に向けた方策 を整理し、推進すると

ともに、デジタル教材の開発や教員の指導力の 向上に関する取組みを進め、双方向型の教育や

グローバルな遠隔教育など、新しい学びへの授業革新を推進する。また、来年度中に産学官連携

による実践的 IT人材を継続的に育成するための仕組みを構築し、義務教育段階からのプログラミ

ング教育等の IT 教育を推進する。

2013 年 6 月発表「成長戦略の素案」より

2-1
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外字の登録 必要なし！

知っていると便利！！ 漢字入力法

ICT サポーター

参鍋裕章

このような漢字が打てなくて、困ったことはありませんか？

あ
き
ら
め
な
く
て

い
い
ん
で
す
よ
！

普通に日本語を打つように、そのまま「ｆ」「a」「4」「f」と入力してみてください。

「ふぁ４F」と表示されますが、心配はご無用です。

スペースキーの代わりに F5 キーをワンプッシュ！どうですか？「祐」が表示されます。

上の表のように、外字登録をしなくても表示できる漢字が結構あるのです。外字ではないの

で、この字を人に送信しても、「・マーク」や「？マーク」になることはありません！

「IPA MJ 文字情報検索システム（簡易版）」を検索すると、あなたのお悩みを解決できる

かもしれません。 ICT サポーターからの 2 つのレシピでした！
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校内における ICT 機器の活用・次年度にむけてのＩＣＴ活用の普及に向けて

彩都西小学校 森 恵太

１．はじめに

本校の実態として、クラスに一台 e黒板ユニット、書画カメラが配置されているにもか

かわらず、うまく機能していない。そこで、今年度校内研修、学年研修を行い、普段の授業

でも ICT 機器を使えるようにしてきた。それにより、子どもたちにとってよりわかりやすく

学習ができるようになったことを報告する。

２．校内研修・学年研修

○e 黒板とは・・・。

○セッティングの仕方や使用方法

○書画カメラの使用方法

○e study の使い方 など

３．授業実践

① 算数 単元「場合の数」など（６年生）

○対角線を引く作業で・・・。図形領域で…。

従来

・黒板に書いたり

・画用紙で作ったり

・はさみで切って作ったり

メリット

・簡単に線が引ける

・間違えてもすぐに書き直せる

・事前準備に時間がいらない

・大きく表示できる

・ドラッグひとつで動かせる

・考えの過程がわかる

・授業の効率化に

② （各学年） 書画カメラ

2-2
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従来

・ノートを読む

・黒板に貼って読む

・わかっているような気に

・時間がかかる（机間巡視）

メリット

・みんなで共有できる（細かい作業、指示）

・大きく表示

・授業の効率化

・動画も繰り返し

③ 復習はできるだけテレビに映して（パワーポイントなどで）

従来 メリット

・黒板に書き写したり ・黒板使わなくてよい

・拡大コピーして貼ったり ・時間を効率的に使える

４．おわりに

今年度、職員、各学年で ICT 機器をできるだけ活用していこうという思いで授業作りを

してきた。そのためには使い方はもちろんのこと、朝教室に入ったら ICT 機器をいつでも使

えるようにセットする事を習慣づけることから始めた。また実践のなかで e 黒板を含む ICT

機器を活用したことで見えてきたことがある。まず、何より子どもたちが、意欲的・主体的

に学習する姿があった。また、ICT 機器を用いることで効率的に授業を進めることができる

ことがわかった。

課題としては、校内における普及にはまだまだ時間がかかる。次年度は、情報教育カリキ

ュラムを作成していき、子どもたちにどのような力（情報社会に生きていくための知識、情

報処理能力、扱う技術）をどの学年で教えていき…卒業時にどこまでの力を身につけて送り

だしていくのか…これからもできる限り実践や研修を積み重ね、普及に向けて今後も取り組

みを進めていきたい。

37



電子黒板やホワイトボードを使った生徒の発信授業

東雲中学校 奥 智徳

１．発表概要

ＩＣＴ教育の拡充が目指されるなかで、電子黒板やプロジェクターなどの種々の

機材の普及が進み、それらを利用して教科の授業や総合的な学習の時間、特別活動

道徳授業が行われている。 できあがった「授業案」「教材」は準備に時間が掛かる

ものの共有しやすく、今や様々な場面・校種で情報機器を使った授業が展開されて

おり、これからも利用方法の共有化・深化が進んでいくことは間違いない。今回は

そのなかでも「生徒からの発信」に重点を置いて、発表する。ひとつの実例として

共有していただき、多くの方の手で掘り下げていただければ幸いである。

２．本発表において利用した機器

◎ 電子黒板

全教室に設置。今年で５年目をむかえるが

目立った故障も無く、利用できている。

教科授業のみならず、特別活動、総合的な

学習の時間などでも使用。

デジタル教科書も多く導入され、ますます

利用の機会が増えた。

◎ ホワイトボード

職員室に置き、授業の際に持ち運んでいる。

本年度より導入。

書いた内容は雑巾で消しているが、ボード

本体に目立った劣化は見えない。

３．「Ｃ（コミュニケーション）」の拡充のために

学校にホワイドボードが導入されたこともあり、今年度の授業は「生徒が情報を

発信する」を目標に据えて取り組んだ。まずは電子機器では無くホワイトボードと

いう「コミュニケーション」ツールから慣れていき、段階を踏んで電子機器を利用

した発信へと到達することを目指している。

・ホワイトボードで解答する

前時の復習をパネルクイズのように解答

させたりなど「答えやすい問題」を出して

いる。また理科や英語などでは、絵を描き

解答させる使い方もしている。

2-3
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・ホワイトボードで交流する

ホワイトボードに情報を箇条書きにして

順序立てて説明させ、班のなかで問題点を

指摘し合う交流などを行った。言葉でなく

情報を「残す」ことができるため、指摘が

活発に行うことができた。

・ホワイトボードで発表する

交流内容などをホワイトボードを使って

発表させた。 文字のみで発表する生徒も

居れば、絵と併用する生徒、絵のみで説明

する生徒も居た。ホワイトボードを持って

いるせいか、身振り手振りを交える生徒も

声だけの発表より多くいたと思われる。

４．課題と展望

今年度は電子機器を用いた生徒による

発信の前段階として、ホワイトボードを

使って解答・交流・発表を行った。

まずは何よりも道具に慣れ親しむ事が

重要であると考え、少しずつ利用の幅を

広げる方式を採り授業を行った。時間を

掛けた成果もあって、発表ではホワイト

ボードを適切に利用して、相手に伝える

ことを意識した説明ができていた。

しかしその分、発表に行き着くまでに、長い時間が掛かってしまった事が課題と

してあげられる。電子機器を用いて説明するとなると、電子機器に慣れ親しむ時間

発表の素材を作る時間など、より多くの授業時間が必要となってくる。今回の発表

では、教師の手でパワーポイントによる発表素材を作らざるを得なかった。

将来的に電子機器を用いた発表を目指しているが、行き着くまでには年間計画や

更に長期の計画を立てる必要があると思われる。もしくは、一つの教科だけで達成

しようとはせずに、他教科（技術科など）や学級活動などと連携して、教育計画を

たてていけば短縮が望めるだろう。

情報発信能力育成のため、さらなる研究を行いたい。
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プロジェクターの活用度向上と

e ライブラリの活用の学習における役割について
北中学校 津本 航佑

１．はじめに

昨年度、中学校の普通教室に１台ずつ常設のプロジェクターが設置されたが、昨年度中は我

が校では使用する教員が多くなかった。そこで今年度、学校全体での使用頻度を向上させるた

めに行った取り組みを紹介する。また、今年新しくなった e ライブラリの生徒の活用度も紹介

する。

２．プロジェクターを広めるために行った取り組み

① プロジェクターの使い方を体験する研修(昨年度・若手向け)

・「便利」ということが分かった程度で終わっていた。

② プロジェクターでどのような授業・活動ができるのかを学ぶ研修（今年度・教職員全体）

・教科ごとに何ができるのかを紹介

・「動画で見る おおさかの ICT 活用事例」を使い、実際にどのように使っているのかを示

す。

・IPA 教育用画像素材集(教科ごとに、画像・動画が分けられ、無料で転用可能)、d-book(ス

キャンした教科書等のページに動きなどを付け加えることが可能)を実際に使ってみる。

これまで、便利なのはわかるという状態が、具体的にどのように使えるか、授業のビジ

ョンを持つ機会になった。

この研修の結果、研修前は「プロジェクターは使わない」と答えた人は 53％いたのに対

し、研修後「使わない」と答えた人は 10％に減少した。

③ 他市からのプロジェクターを使った授業の視察

11 月 5 日、他市からプロジェクターを使った授業の視察があり、その日はできる限りプロ

ジェクターを使う日として設けた。多くの教員が ICT 機器を使うきっかけとして捉え、そ

の日以降、次第にプロジェクターを使う教員が多くなった。

実際に ICT 機器をどのように使っ

ているのか目的別・教科別・校種別・

使用機材別に分けて検索・閲覧する

ことができる。また、どの機器を使

い、どんな目的を持って使用してい

るのかも同時に見ることができる。

2-4
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３．e ライブラリのメリット・デメリット

2 学期中ごろより、毎週 2 回放課後に eライブラリを使った学習会を行っている。対象者は 3

年生の希望者のみで、15 人が参加している。参加者のうち、以前に e ライブラリで学習したこ

とのない生徒が多く、何かしら勉強法に行き詰っている様子だった。そういった生徒がどのよ

うに学習していったかをまとめた。

①学習意欲

普段の家庭での学習の仕方がわからない、何をすればいいのかわからないといった生徒が

多かったが、パソコンで学べることに新鮮さを感じ、進んで学習する姿勢が見られた。学習

会での目的を苦手教科・単元の克服とし、学習に取り組んだ。自分が勉強したい単元にたど

り着きやすく、スムーズに単元別で学習できる点や、ランダムに問題が出題される機能、ヒ

ント・解説が見やすい機能などが彼らの学習意欲を高いまま維持できている。実際、アンケ

ートでは 70％以上の生徒が「意欲が向上した」と答えている。

②機能

役に立ったものとしては、ヒント・解説を簡単に見ることができる機能が多く挙げられた。

これは学習意欲・理解度に大きく関係していると言える。次に、単元別で学習ができること

や全国の入試問題に取り組めることが挙げられた。これらは効率よく学習することや、自分

の実力を向上させるために効果的であったとうかがえる。ただ、「学校での e ライブラリ」と

「家での e ライブラリ」が異なることで、「使いにくい」であったり、「統一してほしい」と

いう声が多く挙がった。

③理解度は深くなったか

第２学期間に全１１回実施したが、確認テスト等はしておらず、理解度がどれほど向上し

たかは数字で表すことはできなかった。だが、実施後のアンケートでは、88％の生徒が「理

解度が向上した」と答えた。また、難易度に関しては「妥当」という意見が多く、自分にあ

った難易度のものを解くことができるので、それも効果的であると言える。今後、e ライブ

ラリを使ってどの程度学習の理解を深められていくのか、学校の授業や定期試験にどの程度

つながっていくのかを見極めていく必要がある。
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各校のデータ共有を目的として「市内共有フォルダ」があるのはご存じてすか。このフォルダ内には小学校３２校、中学校１４

校のフォルダがあり、そこにあげられたファイルはどの学校からでも閲覧可能です。大容量のデータのやりとりやブロック間での

指導案練り上げ、ワークシート、自作コンテンツなどの情報共有の場として効果的にご活用ください。

今年度、「茨木市教育情報ネットワーク web」は、「茨木市教育センターイントラネット」としてリニューア

ルしました。茨木市として取り組んでいる『茨木っ子ステップアッププラン２５』の資料、『我が校の授業紹介』

をはじめ普段の授業づくりの参考となる資料も掲載しております。

茨木市の取組み

授業に役立てる

＜利用する上での注意事項＞
１ 共有フォルダを利用される場合には、必ずバックアップをとっておいて下さい。

２ 他の方のデータを利用する場合には、必ず自分側にコピーしてから利用して下さい。

３ 個人情報はのせないで下さい。

４ 限られた容量でのフォルダなので、計画的に利用し、作業終了次第、各自で消去して下さい。

５ 「教材」のフォルダに入っているものについては定期的に ICT 授業実践データベースに移行して下さい。

教育センターで行われる研修や行事の様子なども盛りだくさん。

新着情報もお見逃しなく。

今後も授業改善にイントラネットをご活用ください。
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パイロット的研究の実践報告

～「先生」だから、できることがあります。～
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授業ですぐに使える書画カメラの便利な機能

茨木小学校 小竹 佑治

１．はじめに

各教室や、主な特別教室に１台ある書画カメ

ラ。今では、児童の視覚支援につながる授業に

欠かせない教具である。

本校では、大阪授業力スタンダードを元に授

業の構成を考えている。授業で書画カメラが活

躍する場面は主に『１．課題提示』『４．結果を

集団の中で発表する』である。今回はこの２つ

のうちの『４．結果を集団の中で発表する』に

おいて、便利な活用法を紹介する。

２．書画カメラの活用

児童に『自分の考えを書く力・伝える力』を身につけさせるために、書画カメラ

を活用する。

３．職員研修

本校では、これまで夏季に様々な情報・ ICT

機器活用研修を行ってきた。本年度は『e ライ

ブラリー』や『d book pro』の紹介とともに、

『書画カメラの活用法』を紹介した。

年に１度、書画カメラの活用を呼びかけるこ

とで、本校でも、授業に書画カメラを取り入れ

る先生が増えてきている。各教室に書画カメラ

が１台あるメリットを生かして、今後も研修を

通して、書画カメラの便利で効果的な活用法を

紹介し、書画カメラの活用を促していく。

書 画 カ メ ラ

の主な出番

自分の考えを、図や言葉でノートに書く

自分の考えを発表する

全体で考えを共有する

書

画

カ

メ

ラ

を

活

用

す

る

3-1
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４．書画カメラの便利な機能紹介

ここでは、児童の発表の際に使える便利な書画カメラの機能を紹介する。

① 録画・静止画 『Aver Vision VP-1』 静止画『Aver Media』

児童のノートを書画カメラで映した映像を、静止画として利用する。

②パソコンを通した書き込み機能 『Aver Media』

書画カメラをパソコンにつなぐことで、書画カメラに映すプリントやノートに直接

書き込むことなく画面上に印をつけることができる。

③マウスを用いた書き込み機能 『Aver Media』

書画カメラにマウスをつなぐだけで、書画カメラに映すプリントやノートに直接書

き込むことなく画面上に印をつけることができる。

５．おわりに

これまでにも様々な書画カメラの活用法は多く紹介されてきた。書画カメラを効果

的に授業で活用することによって、児童の『自分の考えを書く力・伝える力』を身に

つけさせていく。また今後も引き続き、どの先生も授業の始めに書画カメラのスイッ

チを入れ、どの先生も効果的に活用できる体制作りを目指し、学校全体で取り組んで

いきたいと思う。
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情報教育の年間カリキュラムの作成と各学年の取り組み

茨木市立西小学校 佐竹功吏 名坂健

１．はじめに

茨木市の小学校に、ＩＣＴ機器やいばらきっ子スタディなどのソフト面・ハード

面が拡充してきている。しかし本校では、学校全体として活用できていなかった。

昨年度「 ICT 活用モデル校」を受け、 ICT 機器の活用をめざして取り組んできた。

各担任や学年が情報教育のカリキュラムを考え、教室で書画カメラやＰＣを利用し

たり、情報室を利用したりと取り組みは進んだ。しかし問題点としてそれぞれのク

ラス、学年が工夫して取り組みを考え、進めているが、学習の系統性がなかった。

それを踏まえて、今年度も更に ICT 活用を深めるため「 ICT デザインスクール」

を受けることになった。６年間の情報教育を経てどんな力をつけていってほしいか

を教員全体で考え、共通認識を計り、年間カリキュラムを作成し、取り組んできた。

２．年間カリキュラム作成

子どもたちが情報教育で身に付ける力を以下の５つとした。

(1)学習活動に必要とされるコンピュータやアプリケーションソフトの基本的な操

作ができる。

(2)電子ファイルを整理して適切な場所に保存できる。

(3)情報機器で収集した情報を報告や発表に利用できる。

(4)インターネットの閲覧ができる。

(5)情報モラルについて基礎知識を身につける。

これらを元に校内の授業研究部会を中心に、年間カリキュラムを作成し、作成し

たカリキュラムを職員会議でさらに練り上げてカリキュラムを定めた。それととも

に教員間の共通認識を深めた。

その中で本校の情報教育の現状が見えてきた。以下問題点と解決方法。

① 情報教室と ICT サポーターの活用頻度が学年によって差がある。

⇒職員会議で ICT サポーターの配置されている日を中心に情報教室の

利用を毎学期３回以上使用することを提案。

② 教員の指導法に差がある。

⇒校内パワーアップ研修を計画。

③ 情報モラルについて指導があまりされていない。

⇒指導方法を ICT サポーターと相談し決定。

３．校内パワーアップ研修

教員のスキルアップや、子どもへ用いる教材

研究を目的に、昨年度に引き続き校内で研修を

行った。

(1)パワーポイントの作成方法説明

(2)書画カメラの機能・授業での利用法紹介

3-2
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(3)情報モラルの授業方法紹介

(4)ジャストスマイルの活用方法紹介

(5)動画編集方法説明

(6)e ライブラリの利用法紹介

４．各学年の主な取り組み

１年生 ジャストスマイルのおえかき

２年生 ジャストスマイルでの絵を入れたはがき、カレンダー作成

３年生 ジャストスマイルでのローマ字を用いた年賀状、カレンダー作成

４年生 word での詩作成、パワーポイントを用いたリサイクルクイズ作成

５年生 word での米作り新聞作成、調理実習にむけたインターネットを

用いた調べ学習

６年生 パワーポイントにまとめた平和学習（デジカメ、インターネット）

word での歴史新聞作り

５．成果と課題

成果

（１）ICT 機器を活用することで、社会科や総合的な学習の時間などの学習へ意欲

が高まった。

（２）低学年から系統立てて取り組むことにより、中・高学年では次年度さらに

高度な技法を取り入れられることが望めた。

（３）各学期 3 回以上、 ICT サポーターと授業を行うことで、児童の支援が行い

やすかった。また教員が指導法の引き出しを増やすことができた。

課題

（１）児童の実態にあった活動時数の見通しが持てていないこと。

⇒指導方法の改善と視覚教材（保存、スライド・テキストボックス作成）の充実

（２）パワーポイントでまとめることで児童はアニメーションにこだわりやすく

学習内容が深化しづらいこと。

⇒下書きを重視することで学習内容を深める。

６．おわりに

今年度、西小学校全体で情報教育に取り組んできて見えてきたものはまず何より

子どもたちが、意欲的に学習する姿である。はがき、カレンダー、発表用パワーポ

イント、word での新聞などができあがったときの子どもたちの嬉しそうな笑顔やそ

れらを活用して学習している姿に大きな成果を感じた。これからもより子どもたち

が意欲、関心が持てるように実践や研修を重ねていければと考える。そして、今年

度の取り組みが次年度の活動にどう活きるかを検証し、カリキュラムを修正しなが

ら系統性がたもたれるように実態、指導法を含め次年度以降に引き継いでいきたい。
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育てよう！「考えるカラス」

天王小学校 宮﨑 悠

１．「考えるカラス」なった私

「考えるカラス」とは NHK E テレの番組名です。オープニングでは、細い筒の中の水

に浮かんだエサを、カラスが知恵を働かせて取って食べる映像が流れます。それがこの番組

名の由来になっているようですが、ホームページの番組紹介には、『科学の知識ではなく、「考

え方」を学ぶ番組です。』とあります。内容は様々な科学的現象を捉え、その課題を観察→

仮説→実験→考察するという流れで進行されます。そして最後は必ずこのセリフで終わるの

です。「ここから先は自分で考えよう。これからは、みんなが考えるカラス。」つまり、番組

内で科学的現象の解説をせず、視聴者に投げかけて終わるのです。今までわかりにくいこと

をあの手この手を使って、少しでもわかりやすく伝えようという番組にはたくさん出会って

きましたが、一見乱暴にも思えるこの番組の構成に、初めて見た時はとても衝撃を受けまし

た。もちろん次回に解説される様子もなく、モヤモヤした気持ちも残りました。しかし、後

から考えると、解説がなかったからこそ、私はその現象のしくみが気になって気になって、

時間があるとそれをずっと考えてしまっていたように思います。それは元々私が理科好きだ

ということもあったかもしれませんが、まさに「考えるカラス」になったのです。

２．理科のおもしろさに気付く

小学校理科の現行学習指導要領には「自然に親しみ，見通しをもって観察，実験などを行

い，問題解決の能力と自然を愛する心情を育てるとともに，自然の事物・現象についての実

感を伴った理解を図り，科学的な見方や考え方を養う。」とあります。今まで私がしてきた理

科の授業は、どれだけこの目標を意識できてきたでしょうか。日々の多忙さを言い訳に、教

科書に載っていることを順番通りに教えることで精いっぱいだったように思います。しかし、

実験や観察の必要性を示さず、“教科書に載っているからやる”というのでは、どうしても児

童自身も「やらされている感」が拭えないと思います。結局は理科に対して受け身な児童を

育て、自主的に「学びたい」と思わせることができずに、科学的な思考力を養わせることが

できていなかったように思います。幸い私自身は前述の通り、理科が好きなので、授業をす

ることに何の抵抗もありませんでしたが、先生方の中には理科に苦手意識を持つ方もいらっ

しゃるかもしれません。どうすれば教師自身も児童も興味・関心を持って理科に取り組み、

そして児童に思考力を養わせることができるのでしょうか。それについて、現在私が出した

答えは、教師も児童も理科を「楽しむ」ということでした。そんなことは“当たり前”で、

またそれが“難しい”と思われるでしょう。しかし理科とは、科学とは、苦手な人にとって

も純粋に「おもしろさ」を感じられる要素を元来持っています。その要素とは

(1)現象自体のおもしろさ ex.松ぼっくりがペットボトルの中に入っている。

(2)しくみ自体のおもしろさ ex.松ぼっくりがしぼんでいる時に入れた。

(3)現象としくみをつなぐおもしろさ ex.なぜ松ぼっくりがしぼむのか。

ではないかと思います。つなぐとは現象を起点とし、疑問を自分で考えたり、調べたり、友

達と話をして一緒に意見を述べ合ったり、共感したり、そして実験をやってみて自分の仮説

を立てたり…、“しくみ”にいたるまであれやこれやと考えることです。つまり、(1) (2)は興

味・関心に、(3)は思考力につながっていく要素なのです。まず、教師がこの「おもしろさ」

に気付く必要があると思います。では児童に“気付かせる”には、どうすればいいのでしょ

うか。

3-3
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３．おもしろい理科“遊び”を目指して

私は現在、算数習熟度加配で担任を持っておらず、理科を教えたくとも教えられません。

そこで現状を逆に活かし、授業以外のところで理科の「おもしろさ」を伝えようと思いまし

た。教室前の廊下を利用して「算数広場」「理科広場」なるコーナーを設け、児童が設置され

ているものを自由に触ったり、観察したりして遊ぶことができるようにしました。「理科広場」

には現在、以下のものがあります。

(1)松ぼっくりを調べる(掲示)

・ペットボトルに松ぼっくりを入れたもの

・松ぼっくりのかさに種子が挟まったもの

・乾燥させた＆水につけた松ぼっくり

(2)どんぐりおもちゃ（体験・製作）

・どんぐりやじろべえ

・どんぐりゴマ

・どんぐり笛

(3)タネモデル(体験・製作)←発泡スチロールをスライスして使用

・ニワウルシ

・ラワン

・アルソミトラ

・マツ

(4)ふしぎなシート(体験)←偏光板とビニール

(5)目の錯覚(体験)

・立体掲示

・ミラーボックス

・３Ｄボックス

(6)空気の重さ(体験)←空き缶とシリコン材

(7)コイン転がし(体験)

(8)ファラデーモーター(観察) 2013 年 12 月末の時点

(掲示)や(観察)は見て、(体験)は置いてあるものを実際に触って考えて、現象を楽しんだり

するもの、(製作)は希望者に作ってあげたり、機会を設けて一緒に作ったりするものです。

もちろん理科の授業に直結する内容のものばかりではありません。むしろ、小学校ではあま

り取り扱わないものも多くあります。しかし、休み時間になると多くの子ども達が見て触っ

て遊んでくれています。中には疑問に思ったことを直接聞きに来てくれたり、自分の仮説を

披露してくれる子もいます。友達と相談をしたり、協力して遊び方のアイディアを出し合う

姿も見られます。そしてそれは１年生から６年生までが遊んでくれているのです。そんな様

子からは学年や授業という枠は関係なく、むしろ遊びの延長だからこそ、あれこれ操作して

考えられるという、その有効性の高さを示してくれました。改めて感じたことは、理科の「お

もしろさ」に気付くきっかけは、身の周りの環境であったり、些細なことを不思議に思える

かどうかにあるのではないかということです。もちろん理科の時間には、より専門的な道具

や薬品を使うこともあるので、「おもしろさ」を伝えるのに効果的だと思います。しかし、や

はり多忙な毎日、限られた授業の中に興味・関心も思考も知識も全て盛り込むことが少し息

苦しくも感じます。もし“遊び”の中で「理科」への興味・関心を高めることができ、思考

の練習もできていたのなら、よりスムーズに「理科」の授業につなげることができるのでは

ないでしょうか。だから、私はおもしろい理科“遊び”を作ることを目指したいと思います。
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４．大きな渦に！

この３学期には教室前の「理科広場」のスペースを超えて、２つの大きな取り組みをしま

した。

まず科学クラブ主催で、アルソミトラのタネモデルを作りました。職員室前と教室前に案

内を掲示して、全学年の目に触れるようにし、参加申込み制にしました。教室配置の関係も

あってか、多かったのは１年生と５年生でしたが、低学年から高学年までの申し込みが多数

ありました。時間もクラブとは別枠で休み時間に児童を集めて行い、当日参加希望者も受け

入れたので、総勢５０名ほどの参加でした。薄くスライスしておいた発泡スチロールにアル

ソミトラの種の形を描いておいたので、参加児童はハサミを持ってきて切り抜くだけ。後は

先端にクリップをつけて完成です。元々「理科広場」にも置いていたものだったので、遊び

方はすぐに理解してくれました。みんな、自分専用のタネモデルができて嬉しそうな顔で帰

っていきました。

もう一つは保健の先生と一緒に手洗い指導を行いました。これは１年生全員と保健委員に

所属する子ども達の体験です。まず、給食に出たみかんの皮を保管してもらい、手洗い指導

の直前に手にこすり付けてもらいました。それをブラックライトに当てると、みかんの成分

に反応して手に付いた所が黄色く光ります。それをウィルスと見立てて、各自手洗いをした

後、もう一度ブラックライトにかざすというものでした。みかんの皮はオイル成分も含まれ

ているので、簡単な手洗いでは落ちません。まだ黄色く光る部分がある自分の手を見ながら、

おもしろいやら、バツが悪いやら、不思議そうな顔で見ていました。最後に正しい手洗いの

方法を保健の先生から確認してもらい、感染症などへの注意喚起をして終わりました。

どちらも「理科広場」同様、「理科」の授業から離れた視点でのアプローチを試みました。

また「理科広場」内にも不思議に思ったことを調べやすいように、図書室に置いてある本の

紹介をつけてあるものも作りました。これらの意図は、一人の呼びかけではなかなか全体に

広がりにくい所を、他の人や組織と連携することで学校全体を巻き込むような大きな渦へと

成長させたいと考えてのことです。そしてそれが、児童へ、また「理科」の授業へと還元さ

れるといいなと思います。
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５．育てよう！「考えるカラス」

授業以外で私達がまずできることは、理科の「おもしろさ」に気付きやすい環境設定をし

て、実際に触れる機会を作ってあげることではないかと思います。当然その機会が多ければ

多い程、児童が興味・関心を持つ機会も増えるということになるでしょう。しかし、理科が

苦手な先生は負担に思われるかもしれません。そんな時は府や市の理科研修や市教研理科部

会に是非一度顔を出してみてください。その中から１つでもいいのでネタを持ち帰って、実

践してみてください。先生自身が子どもと同じように遊び、考えていると、そこから授業へ

の興味につながり、幅が広がっていくのではないでしょうか。ただ１つ心に留めておいてほ

しいことは、理科はショーのように先生が頑張っておもしろくするだけの科目ではないとい

うこと。子どもに与える課題は難しすぎると興味を持ってもらえず、簡単に答えを教えると

自分で考える練習にならないと思います。「楽しい」教材、「おもしろい」教材をどのように

児童に提供するかをじっくり考えてみてください。それはまさに「考えるカラス」の番組の

ように、興味を引き付けておいて、大事な所でシャッターを下ろすことも必要だと考えます。

様々な機会に理科の「おもしろさ」に触れた子ども達は、ちょっと覗いてみようと教室前

の「理科広場」にやってきてくれます。今日も「理科広場」にある遊び道具の解説を聞きに

来る子たちに、私は簡単には答えを教えません。笑顔を返しながら、心の中でこう言います。

「これからは、みんなが考えるカラス。」

(画像元： (Japan Broadcasting Corporation) http://www.nhk.or.jp/rika/karasu/ )
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一授業一実物のすすめ

大池小学校 熊谷 弘美

１．はじめに

理科の学習では、「モノ」を対象にして、知識や表現力、思考力を育む。そんな

理科の学習が、教科書などの二次元だけで良いのか。勿論良いはずなどない。私は、

ある先輩教師が「毎回何か実験をしたり実物を見せたりしている。」と仰っていた

のを聞き、自分もそれに挑戦してみようと思い、取り組んでみた。その実践を紹介

する。

ただし、１年間に行わなければならない内容に対して時間数には限りがあるの

で、児童が自分の手で行う実験だけでなく「児童が実物にふれる機会」とし、ある

程度の余裕を持たせて目標を定めた。

・教科書に載っている実験・観察は、当然児童の手で実験を行う。

・児童の手による工作等の物作り。

・教師による演示実験や、関連する試料 (実物 )を見せる。(導入や学習の終わり等 )

これらのどれかを必ず１時間の中に入れられるように努めた。

また、実験・観察等の活動がしたままにならないよう、各単元ごとに児童が自分

で考え、その単元見開き１ページにをまとめる時間を設けた。

２．実践記録

(1)例１ 6 年生 1 学期

単元名 時間 種類 担当 内容

１

ものが

燃える

とき

１ 演示 教師 紙の鳥を燃やす。空気中の時とびんの中の時

で、違いに気付かせ、原因を予想させる。

２・３ 実験 児童 びんの中でろうそくを燃え続けさせるにはど

うしたらいいか。

４ 練習 児童 気体検知管の使い方。

５ 実験 児童 物が燃える前後の気体の成分を調べる。

６ 実験 児童 空気中と酸素中でろうそくを燃やして違いを

調べる。

７ 演示 教師 二酸化炭素中でろうそくを燃やした場合の燃

え方。石灰水と二酸化炭素の反応の紹介。

８ 実験 児童 ろうそく以外を燃やした時にも二酸化炭素が

発生するか調べる。

９ まとめ 児童 学習内容を振り返って自分でまとめる。

２

ヒトや

動物の

体

１ 体験 児童 深呼吸

２ 実験 児童 すう息(空気)とはく息の成分の違いを調べる。

３ 実験 児童 パンはだ液でどのような変化をするか。

４ 演示 教師 人体模型（消化管）

3-4
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５ 演示 教師 人体模型（血の巡り）・心臓の仕組みの(逆流し

ないようになっている)ポンプ。

６ 観察 児童 脈を測る。心臓の音を聞いてみる。

７ 工作 児童 人体解剖図を作る。

８ まとめ 児童 学習内容を振り返って自分でまとめる。

３

生物と

かんき

ょう

１ 練習 児童 葉へのアルミ箔の付け方

(1，5) 実験

準備

児童 葉へのアルミはくの設置(実験前日下校時)、取

り外し(実験当日朝)

２ 実験 児童 葉にデンプンができているか調べる。

３ 練習 児童 葉へのビニール袋の付け方

(3，5) 実験

準備

児童 葉にビニール袋を設置し、息を吹き込み、テー

プで閉じる。(本時より前の休憩時間)

４ 実験 児童 ビニール袋の中の気体の成分を調べる。

(5，5) 実験

準備

児童 葉へのビニール袋を設置。(本時より前の休憩

時間)

5 観察 児童 葉に設置したビニール袋の様子を観察する。

６ まとめ 児童 学習内容を振り返って自分でまとめる。

(2)例２ 6 年生「大地をさぐる」「大地の変化」の単元

「大地をさぐる」

時間 種類 担当 内容

１ 観察 児童 化石の観察・スケッチ。

２ 演示 教師 堆積実験機により、異なる粒の大きさの砂を水と

ともに流し、砂の積もり方を観察する。

３ 観察 児童 水の働きによる粒子の分かれ方。(ペットボトル。)

４ 観察 児童 れき岩・砂岩・でい岩を観察・スケッチしする。

５ 観察 児童 顕微鏡で火山灰を観察・スケッチする。

６ 観察 児童 地層の資料を観察する。

７ 観察 児童 学校のボーリング資料を観察する。

演示 教師 学校の地質柱状図を見せる。

８ まとめ 児童 学習内容を振り返って自分でまとめる。

「大地の変化」

時間 種類 担当 内容

１ 演示 教師 歯科印象材による火山の噴火のモデル。 ※１

２ 演示 教師 富士山付近のモデルによる、溶岩流の被害の想像。

３ 観察 児童 火山弾の観察

４ 演示 教師 小麦粉とココアによる断層のでき方モデル ※２

５ 実験 児童 「紙ぶるる」による地震に強い家の構造を調べる。※３

６ まとめ 児童 学習内容を振り返って自分でまとめる。
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３．実践をしてみて

これらを試みてみたが毎授業の感想を見てみると、やはり児童が自らの手と頭を

使いながら学習に取り組むことにより、意欲的に取り組めたようである。また、理

科に対する興味や関心を湧かせ、教科書にはのっていなかった実験方法を考え付い

たり、単元をまとめてから新たな疑問が生まれたりと、よりゆ楽しく取り組むこと

ができていたようである。毎時間に実験・観察道具を準備し、予備実験・観察をす

るのは大変なことではあるが、児童が理科に意欲的に取り組むようになってくれる

ならば、その価値は十分にある。従って、これからも、できる限り毎授業に児童が

実物にふれる機会を組み入れていく。

注釈（もっと詳しく知りたい方へ）

※１歯科印象材による火山の噴火のモデル。

「歯科用印象材を使った火山形成モデル実験」

考案：北海道立理科教育センター地学研究室研究員 境 智洋

http://www.ricen.hokkaido-c.ed.jp/411kenkyuukiyou/vol16/53sakai.PDF

※２ 小麦粉とココアによる断層のでき方モデルの詳細は、

「小麦粉を用いた断層モデル実験」岡本義夫

http://www.osaka-c.ed.jp/kate/rika2/regional-c/kyouzai/earth/earth-10.pdf

※３「紙ぶるる」は、以下からダウンロードできます。

「ぶるるくんのじこしょうかい」名古屋大学福和研究室

http://www.sharaku.nuac.nagoya-u.ac.jp/laboFT/bururu/index.htm
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パイロット的研究の実践報告

～「先生」だから、できることがあります。～
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各年代における意識の違いと研修に対するニーズの調査

玉櫛小学校 柿田 啓行

１．アンケート実施の目的

調査研究所員は、毎年テーマにそって児童生徒や教職員の方々へのアンケート等

を通して、調査・研究を行っております。昨年度までは、平成 22 年度「やる気の

出る言葉を探せ」，平成 23 年度「小・中のかけはし～小中連携を児童生徒のホンネ

から考える～」，平成 24 年度「世代をつなぐ OJT の実践に向けて～平成生まれの

先生方を迎えて～」です。

今年度は、「各年代における意識の違いと研修に対するニーズの調査」としまして、

年代を教職経験年数で 3 つ（3 年未満・3 年以上 10 年未満・10 年以上）に分け調

査・研究を行っております。

各年代における悩みの変化とその対応について、そこから研修に対してどのよう

なものを求めているのかということについてアンケートを実施いたしました。今回

のフォーラムでは、その結果から考察した内容について発表いたします。

２．アンケート内容

実施したアンケートの内容については、以下の通りです。

①先生方が感じていることへの設問

②先生方が達成度をどう感じているかの設問

③先生方が悩みに対してどうしているかの設問

④校外・校内等の研修に対する設問

⑤学習指導に関する指導力に関する研修の設問

⑥学級経営に関する指導力に関する研修の設問

⑦児童・生徒指導に関する指導力に関する研修の設問

⑧受けたいと思う研修のテーマ

⑨研修へのアイデア自由記述

３．アンケート結果について

実施したアンケートの結果をグラフにしたものです。

①先生方が感じていることへの設問

教員として学ぶことになった機会の年代別まとめ

4-1
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教員としての成長を実感できた場面の年代別まとめ

あなたを『教員として頑張ろう』と思わせるものは何でしょうか。

教員として今、感じている課題をお聞かせください。
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②先生方が達成度をどう感じているかの設問

③先生方が悩みに対してどうしているかの設問

これまでの取り組みで悩んだり、困ったりしたこと

相談相手について
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④校外・校内等の研修に対する設問

校外研修への参加について

校外研修への自主的な参加頻度

自主的な研修への参加理由
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校外研修が学習指導の指導の向上に役立っているか

⑤学習指導に関する指導力の研修についての設問

⑥学級経営に関する指導力の研修についての設問
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⑦児童・生徒指導に関する指導力の研修についての設問

『学校改善のためのガイドライン』に沿った自己評価
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４．アンケート結果の解釈

アンケート結果から以下の 3 点が考えられます。

①年代に応じて、悩みの変化

3 年未満の先生方は、授業(教科)の指導に関する悩みが、3 年以上 10 年未満の先

生方は、学級経営や子どもに関する悩みが、10 年以上の先生方は、子どもに関する

悩みが多く見受けられました。

②研修への参加意識

研修に対する参加意識の高い先生方が多く、実際に多くの先生方が研修に参加さ

れており、研修自体、役立つものであると認識しています。

③日常での会話の重要性

研修の必要性を感じているものの、実際には、日常の会話の中に学びの機会が多

くあると感じておられる先生方が多い。

以上のことから、先生方の多くは、自分の悩みを解消する術として、より具体的

な内容・目の前での事象として、先輩や同僚の先生方同士の日常会話に解決のヒン

トを掴んでおられます。つまり、校内での OJT が経験の浅い先生方の育成につなが

ること、各年代に応じて必要とされている内容について校内・校外の研修の充実が

必要ではないだろうか。

また、この 3 点以外にも研修に関して、自由記述にご記入いただいた数多くの内

容についてまとめると、講義形式の聴くだけの研修というよりも自ら参加できる実

践報告・ディスカッションのように先生同士コミュニケーションをとったり考えた

りする場のある研修を望んでおられるようです。

最後に、本年度、調査研究のアンケートにお答えいただいた先生方に感謝いたし

ます。ありがとうございました。
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平成２５年度支援教育研究協力校 概要

茨木市教育センター

◇ 趣 旨

通常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、派遣する特別教育アド

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および学校組織として学校力の向上を図る。

また、その成果を本市のすべての学校に普及することにより、本市教育の充実

に資する。

◇ 派遣する特別教育アドバイザー

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

◇ 派遣校数・回数

小学校２校 中学校２校

各校年間４回

◇ 指導助言内容

①通常学級における支援を視点に入れた授業づくりへの助言

②支援の必要な児童・生徒の学校生活における学習や生活等の指導についての

専門的分野における助言

※対象児童・生徒の人数については、１回あたり校内委員会等で２名以内に

事前調整する。保護者の同意を得ているものが望ましい。

③校内支援体制づくりへの助言

④教職員研修における指導助言

⑤個別の指導計画・個別の教育支援計画の作成とその活用にあたっての助言

4-2.3.4
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ユニバーサルデザインの授業づくりと障がい理解教育

春日小学校 吉岡 吾郎 耳原小学校 足立 景子

１．ユニバーサルデザインの授業いつやるか？（春日小学校）

（１）はじめに

１年目の実践をもとに、学年やクラスの実態に応じて授業のユニバーサルデザイン

化や環境整備を進めてきた。これからも、子どもたちが安心して学習できるような授

業づくりが継続して取り組めるよう、どのようにしていけばよいか？また、どのよう

にしていくべきか？を各学年の取り組みや反省から見えてきた課題をもとに紹介した

い。

（２）まずは・・・

・児童理解を深める。

ユニバーサルデザインの授業や環境整備について、なぜ必要なのか、どのような児

童に対して支援が必要なのかなど、１学期のなるべく早い時期に研修会を開き、児童

理解を深めていくことが大切であり必要であると考える。

（３）次に・・・

・前年度の取り組みを振り返る。

前年度の取り組みをまとめた表（資料１参照）から、その学年が何に取り組み、ど

んな支援が必要だったかを確認し、新年度の取り組みへとつなげることができた。

（４）『ユニバーサルデザインの授業してますか？』を合言葉に・・・

１学期が始まってすぐに、視覚支援カード、一日の予定表を全学年に、視覚支援タ

イマーを低学年に配布した。また、５月からは、月１回の支援教育研究部会で各学年

の取り組みを交流し、ユニバーサルデザインの授業づくりの実践やアイデア、支援が

必要な児童についての手立てなどをチームで考えるとともに、ユニバーサルデザイン

の授業についての意識も高めることができた。

（５）おわりに

ユニバーサルデザインの授業づくりや環境整備は、『毎日』『毎時間』の授業の中で

取り組んでこそ、効果が大きい。まずは、取り組みやすいところから始めていき、児

童理解を深めていきながら学年やクラスの実態に合わせた支援の方法を考えていけば、

安心して学校生活をおくる児童がふえるのではないだろうか？

ユニバーサルデザインの授業づくり、いつやるか？⇒今でしょう！
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２．通常学級における障がい理解教育（耳原小学校）

（1） はじめに

支援教育研究協力校として、２年目を迎える。昨年度は、「ユニバーサル・デザインの授業と

障がい理解教育」をテーマにし、今年度は、このテーマの充実と実践を課題として取り組んだ。

今回、その一部の「通常学級における障がい理解教育」について発表したい。

（2） 昨年度までの取り組み

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

が高いと常々感じていた。解決する方法の一つとして、『系統立てた障がい理解教育』が必要だ

と考え、２年前から取り組んだ。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 である。昨年度は、①では、スライド劇「十人十色なカエルの子」の

作成と上映、②支援学級紹介や交流教育、③「○○で歩く」の授業、④バリアの授業を行った。

（3） 今年度の取り組み （資料参照）

昨年度に引き続き、支援学級紹介、交流教育、「○○で歩く」の授業とバリアの授業は行った。

さらに、今年度は、①「一人ひとり違う」ということへの理解と③「分かりやすい障がい」の学

習という視点から新たに３つの取り組みを行った。

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

支援教育部の先生が中心となって、放送朝会で全校生徒に絵本の読み聞かせ

を行った。全体的に好評だった。

② Ａ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を深めるために、２年生全員を教室に集め、同学年の

Ａ君とＢ君について紹介した。彼らの母親も参加した。

(1) 一人ひとり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。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、なんで小さく生まれたんだろう、大変な病気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」

「分かりやすい障がい」の学習ということで視覚障がいを４年生全クラスに２時間行った。

その授業の中に、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。子どもたちは、目の見えない

人の大変さや不便さを感じることができ、安心できる誘導（手引）の仕方も考えることができたと思

う。
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通常学級における障がい理解教育 【参考資料】

(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

(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？」

子どもたちが集中して見ていました。

感想

他の人とは違うけど、それがかっくんの特徴だと

思った。

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。

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。
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インタビューの内容

1 Ａ、Ｂがお腹にいる時 5 一番うれしかったことは？

2 どんな赤ちゃんでしたか。 6 Ａ、Ｂにとって、周りのお友達にお願いしたいこと。

3 初めて歩き出した時は？ 7 どんな人になってほしいですか？

4 一番心配したことは？ 8 その他、お母さんの気持ちを。

Ａくんはうまれた時、いき

を自分でできなかったこ

とがわかりました。Ａくん

のことを知ってよかった

です。

Ａくんがあんなに

ちっちゃかったと

は、知らなかった。

Ａくんのお母さんが、話の

とちゅうでないていたの

で、とってもＡくんのこと

を心ぱいしてたんだなと

思いました。

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。

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。

感想

Ａ君のお母さんの

インタビューから

Ｂ君のお母さんの

インタビューから

感想
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(3) 研究授業「障がい理解教育 視覚障がい」

単元の指導計画（２時間）

時 学習活動 指導上の留意点・支援

1

本

時

1.画面(ｽﾗｲﾄﾞのﾋﾝﾄ)を見ながらどこの学校か考え

る。

2.アイマスクをして、手にあるものは何か考える

①牛乳ｷｬｯﾌﾟとﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙのふた

②5 円玉と 50 円玉

③文字の切り抜き をわたし何か考える。

・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。

2 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。

【1 時間目】
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感想
【2 時間目】

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。

マット

Ｓ

体 育 館
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中学校での支援を考えた授業づくり

豊川中学校 中村 仁一 養精中学校 草場 綾女

『学校生活の中で、いろいろな場面において困難さを感じながら

過ごしている生徒への支援を考えた授業づくり』（豊川中学校）

１． はじめに

以前の豊川中学校（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、

豊川中学校の教職員はチーム豊川として、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、これまでの豊川中学校の取り組み

とその成果の一部を紹介する。

２． これまで取り組んできたこと

３．ユニバーサルデザインの授業づくりを進める

（１）視覚教材を活用

①『声のボリューム表』 ②『今ココ』カード ④『プロジェクター・テレビ』

③『電子黒板＆電子ペン』

【成果】

・視覚的に指示することで、言葉での理解が困難な生徒も理解することができた。

・イメージが難しい生徒でも制作活動などにおいてスムーズにとりかかることができた。

【課題】

・発達障がいのある生徒一人ひとりの課題を教職員が理解すること。

・ユニバーサルデザイン化された授業の中で、どのように個別の配慮や個別指導を考えていくか。

４．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、個別の配慮や個別指導、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。

（１）コの字座席

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

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。
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『できることから、みんなでできる授業づくり～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ふまえて～』（養精中学校）

１．養精中学校支援教育委員会 本年度のテーマ

＊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

マをもとに養精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ブック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。

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

生徒の課題を正しく理解し適切な指導を行ない、保護者や関係機関とも連携する。

生徒も教師もできることから始め、みんなができるユニバーサルデザインの授業づくりをめざす。

75



＜資料＞養精中学校

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。
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通級指導教室での取り組みと授業実践

茨木小学校 町田 伊都子

１．はじめに

茨木市内には小学校５校、中学校１校に通級指導教室が設置されている。自校の

児童生徒の指導のみではなく、小学校の場合は市内５つのブロックにに分けられ、

他校児童はそれぞれ決められた通級指導教室に通い放課後指導を受けている。

特別支援教育がスタートして６年。通常学級では授業のユニバーサル化、集団づ

くり等みんなが分かる共に学べる教育のあり方が求められている。その中で通級指

導教室の果たす役割は大きい。子ども達の学びの場は通常学級であることを基本に

置きながら、個々の発達課題・特性に合わせた支援・指導を、学級担任・在籍校、

また保護者とも連携をとりながら進めている。今回のフォーラムでは通級指導教室

で取り組んだ吃音交流会や個別指導の実践・教材を紹介する。

２．対象児童・生徒

通常学級に在籍している児童生徒が対象であり、日常的には通常学級で学んでい

る。決められた曜日・時間のみ通級指導教室に通う。指導は月２～８回を原則とし、

１回４５分～６０分の指導。課題に応じて個別または少人数のグループ学習を行う。

・構音障がい（正しい発音ができない）・吃音（ことばのリズムが乱れている）

・ことばの遅れ（語彙言語理解の遅れ）・情緒障がい（場面緘黙等、特定の場面で声

が出なくなり、話せない話さない）・発達障がい その他

３．取り組み・指導

（１）第２回吃音のある児童と保護者のつどい 平成２５年７月１９日実施

講師 寝屋川市立国松緑ヶ丘小学校 溝口稚佳子先生

講演 どもる子どもたちに伝えたいこと

子どもたちはとても楽しく交流できた。参加された保護者の方から「自身の体験

談を人にはなかなか話せなかったが、交流会で話すことでもやもやした気持ちが楽

になった。続けてほしい。」などの感想が寄せられた。

（２）毎週木曜日午前中、通級担当者連絡会を行っている。各校からの情報交換を行

い共通理解や連携を行っている。また専門研修や教材作りも行っている。

４．おわりに

通級指導教室に通う児童の主たる学びの場は通常の学級である。通級指導は、児

童の生活・学習を支えるための基礎指導である。通級での基礎的トレーニングまた

特性に合わせた指導を通常学級での場で活かし、活かされていくことが大切である。

そのために学級担任との共通理解、連携が必要である。さらに保護者の願いを知り

学校と家庭での好ましい協力関係を築いていくことも大切である。
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1

文作り 基礎指導

1

漢字指導教材カード

2

ことば・コミュニケーション・ソー
シャルスキル教材

3

ソーシャルスキルトレーニング
書籍

4

読み指導教材

5

読み・書き・ことばカード

6
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2

視知覚・読み・集中トレーニング

7

算数教材

8

掛け算ビンゴゲーム

9

絵カードつなぎ

10

コミュニケーションカード

11

コミュニケーションカード

12
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中学校通級指導教室での取り組みと教材紹介

中学校通級指導教室 草場綾女

１．中学校通級指導教室について

茨木市に中学校通級指導教室が設置されて４年目である。通級指導教室のことを知っ

ていただくために今までは｢えるクラブ通信｣(１学期に１回発行、通級指導教室に通う

生徒の在籍校全教職員に配布か回覧、中学校支援教育 Co 配布)を発行し、年度初めの

支援教育 Co 研修会でも教室の様子等を紹介していた。今年度は市教育センターの情報

教育市内共有フォルダで中学校通級指導教室に関わる文書作成の手引きや学習教材など

を情報提供(交流)し、さらに知っていただけることを目指した。

２．今年度の新しい取り組み「市内共有フォルダ」の利用

資料や教材をメール添付などよりもデータを速く正確にやり取りでき、後の資料作り

もスムーズであるため、市内共有フォルダでの通級指導教室の情報提供や交流を始めた。

(1)個別の指導計画と教育支援計画等の記入用紙データ

通級指導教室に通う生徒は在籍校で通級指導教室生徒用｢個別の指導計画｣｢個別の

教育支援計画｣(茨木板)を作成することになっている。そこで、作成の手引きを作り、

市内共有フォルダに必要な資料をいつでも参照できるように掲載している。今後、通

級指導教室に通う生徒が増え在籍する学校も増えた時に市内共有フォルダで必要な

資料をすぐに取り出せ、作業もスムーズになると思われる。ただし、個人情報の扱い

については慎重に行なうことはもちろんである。

(２)支援教育教材、通級指導教室の教材提供

通級指導教室や支援学級、個別指導等で活用できる独自教材を情報提供している。

今後も指導に役立つ教材交流の場になることを願っている。

３．今後の中学校通級指導教室について

現在申請中の生徒を合わせると１７名(自校７名 他校１０名７校)の生徒が通ってい

るが、来年度は１６名(自校４名他校１２名９校)になりそうだ。中学校で通級指導を受

ける生徒の多くは放課後を希望するが、放課後の他校指導枠は１０枠しかなく、指導時

間枠が足りない状態が続くことになる。周辺の市では中学校２校設置もあり、増設でき

ることを願っている。

今後も通級指導教室(えるクラブ)の情報は｢えるクラブ通信｣などで提供し、必要な文

書や教材については｢市内共有フォルダ｣で情報交流を続ける。各校支援教育Ｃｏとの連

携、情報交流には｢市内共有フォルダ｣と各教職員パソコンを使ったメールが非常に役立

っており、通級指導教室は学校を越えた活動であるので、このようなＩＴ通信機器の利

用が指導に有効である。さらに在籍校の支援教育Ｃｏとの連携が不可欠であり、積極的

に支援教育Ｃｏ研修会には参加しているが、事例研修会のような実際の事例を持ちより

交流する必要性も常に感じている。
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平成２６年度

教育センター所員会活動のご案内
～「先生」だから、できることがあります。～

木の財産となるような、将来を見据えた研究を、ともに行いませんか。平成 26 年度の各所員を募集

します。申込希望の先生は、まず管理職の先生とご相談ください。

1. 委 嘱 当教育センターの所員として委嘱する

2. 委嘱期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日（月１回程度「所員会」を開催）

3. 内 容（募集人数）

【調査研究】６名

今日的な教育課題や子どもを取り巻く社会的な問題からテーマを設定し、調査研究を行う。

【情報教育】４名

所員の所属校をＩＣＴ授業デザイン推進校と位置づけ、教育センターより ICT活用デザイナーを派遣する。

推進校では、派遣されたデザイナーとともに、e-ラーニングの推進、児童生徒の情報活用能力の向上、今後

導入する機器をいかに児童生徒のために活用をするかなど授業や校務の情報化について実践的な研究を行

う。(応募については、ICT 授業デザイン推進校募集の際、改めて募ります。)

【理科教育】４名

実験・観察の基礎基本の研修を行い、理科教育に今求められているものを研究授業として実践する。

【言語教育】７名

英語教育における小学校から中学３年までを見通したカリキュラム・授業づくりについて、関西大学外国語

学部教授竹内理先生の指導助言のもと研究を行う。

【支援教育】５名

支援教育研究協力校において、通常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、特別教育アドバイザーの専門的な助言・指導を得

ながら、実践的研究を行う。（支援教育研究協力校のメンバーで構成されますので、今回、募集は行いませ

ん。）

4. 対 象 者 茨木市内小・中学校の教職員で教育研究が熱心であり、管理職が推薦する者

5. 選 考 茨木市教育委員会

6. 申 込 管理職の先生とご相談のうえ、校務システムにてお申し込みください。

7. 申込期間 ２月７日（金）～３月１４日（金）

8. 決定通知 ４月初旬

※推薦者の人事異動がある場合は、再度異動先の所属長と協議調整を行います。

茨

連絡先

〒567-0888

大阪府茨木市駅前町四丁目６番 16 号

茨木市教育委員会 学校教育部 教育センター

担当：指導主事 田中賢一郎

TEL 072-626-4407
FAX 072-626-4510

E-mail:ken_tanaka@educ.city.ibaraki.osaka.jp82


