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平成 26 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 

 

◇  一般社団法人 発達支援ルーム まなび 理事 

  苫廣 みさき 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 

2-1.2.4 
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ユニバーサルデザインの環境設定と授業づくり 

           畑田小学校 井上 直哉  玉櫛小学校 藤野 桂子 

１．個別の支援で支えるとりくみ（玉櫛小学校） 

（１）はじめに 

   一人ひとりの多様なニーズに応えるインクルーシブ教育をめざし、それぞれの 

  子どもが、授業内容が分かり、学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら、

意欲的に活動するための方策の一つとして、担任・保護者・支援コーディネーター・

職員・支援サポーター・専門支援員・ＳＣ・教育センターなどとの連携による取り

組みを紹介したい。又今年度の研修等についても報告したい。 
 

（２）子ども支援の取り組みの共通理解 

 ①児童理解 

   児童理解のための研修や「児童支援たより」により、共通理解をはかり、更に  

「困難さの背景から支援を考える」個々の児童についてケース検討会を行った。 

②学級づくり・授業づくり 

ユニバーサルデザインの研修を行った。研究授業では、授業づくりのポイント・

授業を見るポイントについて検討した。学級・授業づくりに使えるゲームを知り、

活用した。 
 

（３）校内での連携した取り組み 

 ①支援サポーターとの連携 

    「個別の指導計画」を保護者・担任・支援コーディネーターとで作成し、児童理

解と課題と手立てを共通理解し、ニーズのある児童を授業中個別支援した。 

 ②SC・教育センターとの連携 

   発達相談・教育相談での様子と学校での様子を交流して、より多面的な児童理解 

に基づき、今後の対応について話し合い、支援に生かした。 

 ③学習室での支援 

   学習室を活用して、よりニーズに合わせた個別指導をおこなった。 
 

（４）今年度の成果 

   職員は、ユニバーサルデザインのこと、授業づくりについて意識を高めた。環境

や児童への指示、授業の工夫をしている。又、個別の支援が周知され、保護者とよ

り柔軟な連携ができた。更に児童の多様な学習の仕方について理解が進んだ。 
 

（５）おわりに・・・来年度へ 

  学級や児童を理解した上で、ユニバーサルデザインを工夫していきたい。 

 

2-1 
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２．ユニバーサルデザインの授業づくり(畑田小学校) 

（１）研究テーマ 

  「楽しく進んで参加する授業づくり」 

―どの子にも分かりやすい授業（ユニバーサルデザイン）をめざした研究を進める― 

様々な課題を抱える児童が楽しく参加できる授業はどうあるべきか。よりよく理解

できる授業、たくさんのチャンスがあり学びを深める授業とはどういうものか。  

研修会や授業実践を通して、ユニバーサルデザインの授業の考え方を教師間で共通

理解し日々の授業を改善していくことを目指した。 

 

（２）校内研修会 

研修会では、研究を進めるに当たって共通理解しておくことについて学んだ。 

①ユニバーサルデザインのとらえ方。（構造化 視覚化 協働化）  

  ②クラスの児童の実態に合わせてデザインする必要性。 

③クラスで使える様々な方法や方略 

 

（３）授業を見る観点 

研究授業後の反省会では、以下の観点を中心にグループ討議を行い、講師から 

助言をもらった。 

①教材・教具の工夫  効果的な教材・教具の工夫がされているか。 

②発問・指示の適切さ わかりやすい発問や指示を行っているか。 

③活動の場の構成   自分で考え解決する時間や手立てが設定されているか。 

 

（４）国語科の授業研究を通して 

①児童の実態 

 クラスの児童の実態を見直し、特に支援が必要と思われる児童について手だて 

  を考えた。 

②授業の工夫 

 どの子も活動しやすくするため『構造化・視覚化・協働化』の観点からの工夫を

考えた。 

・授業の流れや活動のポイントを掲示・板書の工夫、拡大した教材や見本のノート 

・書画カメラやＴＶ、タイマーの活用・ペアやグループ学習活動 など  

    

（５）成果と課題 

ユニバーサルの視点を意識することで、支援が必要な児童に個別の対応ができるよ

うになってきた。 

授業づくりのためには、まず学級集団作りが大切であることを改めて確認できた。 

よりていねいに一人ひとりを観察し、課題に対応した授業づくりをしていきたい。 
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 1 

すべての子どもが学びに参加できる授業づくり 

～ユニバーサルデザインの視点を添えて～ 
豊川中学校 杉本 匠 

１． はじめに 

豊川中学校では、さまざまな子どもたちが学んでいる。そこで、豊川中学校の教

職員は集団づくり・授業づくりに力を入れている。これまでの取り組みに加えて、

米田先生からご指導を受け、ユニバーサルデザインの視点も取り入れ、授業を行っ

てきた。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． 授業づくりの取り組み 

豊川中学校の使命  『幸福になるために学び続けること』 

そのために… 

・コの字、班、グループの存在意義 

仲間と協力する力を育てる。仲間との意見を聴き合い、学び合うことを大事に

している。 

 

・声のトーン・話す内容に気を配る 

落ち着いたトーンで授業を進める。教師の発言はシンプルにわかりやすくする。 

 

・1 人残らず学べるように、授業をつくる 

表情が硬い子ども、姿勢が崩れている子どもには 1 分以内に声をかける。  

 

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目標カード      ③『電子黒板＆電子ペン』 

 

 

 

 

（２）教師アンケートから  

・何故そこでつまずいているのかを実際の姿から読み解くプロセスをお話してくれた

ことで、少しずつですが、日々の授業で子どもの姿を注意して見ることが出来るよう

になりました。  

・今よりもっと子どものつまずき気付かないといけないと感じた。そして早い段階で

アプローチをかけていけないと思った。  

 

４．おわりに 

この 2 年間の取り組みから得た成果を生かし、子どもたちの実態に沿った授業づくり

を進めたい。  

2-2 
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 2 

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  草場 綾女  

 

１．養精中学校支援教育委員会  本年度のテーマ 

  初年度に支援教育委員会が提案した授業指示カードの活用を深め、さらに個別の

配慮が必要な生徒に対して合理的配慮を行うため支援教育委員会が必要な手立てを

検討提供していく。  

２．今年度の研修内容について 

  米田和子先生に指導・助言をいただき研修を進めた。  

 (1)「通常の学級における支援の在り方  ユニバーサルデザインを通して」について

米田和子先生にご講演いただき研修会を実施した。 (５月１４日 ) 

 (2)「本校のユニバーサルデザインと合理的配慮の授業実践報告」について  

  米田和子先生にご助言いただいた。また、個別の指導計画・教育支援計画作成の

交流を学年ごとにおこなった。 (８月２２日 ) 

  ＜感想、意見＞－抜粋－  

・タイマーは有効だ。 ・学んだことを今後の授業で使いたい。 

・生徒の実態に合わせてユニバーサルの形態も目標も変わるという点が印象に残った。 

・教科によって授業内容は異なるが、わかりやすく指導するポイントは共通していると思う。 

・生徒の実態に合わせて目標や手立てが変わるので、正確、適切な見立てや観察力、判断力が

必要だと思う。 ・日頃から、教師間で情報の共有が大切。→授業づくり＆生徒状況 

・他の先生方の授業における工夫を知ることができてよかった。 

・日々アンテナをはって、授業の工夫。試行錯誤。・授業力の向上につながると思う。 

 (3)ユニバーサルデザインと個別の配慮を考えた研究授業を実施した。  

  研究授業後の研究協議会では観察対象別のグループでの協議と全体での意見交流

も実施し、米田和子先生から指導、助言いただいた。 (11 月 18 日 ) 

  ＜感想＞  今回は異なった視点にわかれてグループ交流をするという新しい試みで違う観点で

見られてよかった。クラスの状況に応じて学び合い、コミュニケーションをつけていかなければ

ならないと思う。 

 (4)２年間の研究協力校取り組みで授業実践したことを交流する (１月３０日 ) 

 

３．研究協力校２年間の取り組みをふり返って 

前年度から引き続き、授業での「指示カード」の活用を支援教育委員会から提案し、

全教室に設置して活用を呼びかけている。また、授業での実践を共有できる資料を作

成予定である。  

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  

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。 
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１年生サポート巡回相談   ～ひらがな到達度チェックより～ 

           教育センター巡回相談員   下田 美穂  藤庭 真也 

 

１．１年生サポート巡回相談について 

(1)経緯 

日々の巡回相談の中で、高学年で行動面や対人面に課題が目立っていてもベース

に学習の課題が疑われるケースがあり、早い段階で子どもたちの学習のつまずきを

把握する方法はないかと考えてきました。そこで、巡回相談の方法や内容を検討し、

2 年かけて 1 年生サポート巡回相談の試験実施を行い検討を進めました。早期に課題

を見つけ、支援をするために、ひらがなの単語を聞いて書き取りを行ったものと行

動観察の分析を先生方と一緒に行うことを考えました。  

(2)１年生サポート巡回相談実施内容  

  ①ひらがな到達度チェックの実施と分析  

ひらがなの書き取りを選んだのは、ひらがな学習のなかで特殊音節を身につけるこ

とはどの子にとっても難しいことです。特に読み書きにつまずきを持つ子どもは特

殊音節の習得につまずきを示す場合が多い傾向にあるとの研究報告が多いためです。

そこで、ひらがなの書き取り課題を学校で実施していただき、一定数以上の誤りが

あった場合に、誤りを分析し、指導に活かしていただくことを目指しました。  

 ②担任の気づきの記録をもとに、観察を通しての行動面や対人面のチェック  

行動観察を併せて行うのは、ひらがなの書き取りでは問題は見受けられないものの

行動面や対人面に課題があるケースもあるので、多面的に見る必要があると思い、

行動観察を行うことにしました。  

 ③対象校・対象児童数  

平成２５年度；希望校１９校（１７９７名）  

平成２６年度；希望校６校※１＋フォローアップ希望校１０校※２（１３８９名） 

※１ H25 年度に実施していない学校から希望校を募集  

※２ H25 年度に実施した学校の中から、引き続きひらがな到達度チェックの実施を

希望する学校を募集。ひらがな到達度チェックを実施し、支援について校内で検討

していただく。12 月末までに実施が終了した学校数を記載。  

(3)ひらがな到達度チェックとは※３ 

  ①評価する文字；ひらがな（特殊音節、濁音・半濁音を含んだ１０個の単語）  

  ②方法；聴写（クラスで一斉に実施）  

  ③１０問中６点以下の場合に、巡回相談で誤りの分析をし報告書を作成  

    ※３吹田市教育センター「ひらがな単語聴写検査」を利用  

2-3 
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２．１年生サポート巡回相談の実施でわかったこと 

(1) 結果の分析

  ①得点別分布：約１０％の子どもた

ちに４問以上の間違いがありました。

そのうちできるだろうとせず、ひらが

なのルールの確認などの指導が必要と

思われます。 

 

  ②単語別の正答率：単語別に比較す

ると「しょうぼうしゃ」の正答率が低

く、特殊音節を複数含むような長い言

葉で間違いが増える様子が見られまし

た。間違いやすい要素がある言葉を書

く時には丁寧な確認が必要と思われま

す。 

 

③種類別正答率：拗音と促音 (拗促

音)、拗音と長音(拗長音)といった複数

の特殊音節を含む場合に、難しいと感

じる子どもが多いようです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) その他 

  ひらがなの特殊音節の指導で動作化を用いたクラスや、ひらがなの指導時間は短

いものの、1 年間を通して先生が日々の指導の中で特殊音節の指導を意識されたクラス

で定着している子どもたちが多く見られました。 

３．ひらがな指導について（「1 年生サポート巡回相談レポート」参照） 

４．さいごに 

  ひらがなの読み書きは、非常に大切な学習の基礎です。ひらがなの読み書きにつ

まずくとその後の学習にも影響を与えます。「書くことが苦手」と一括りにせず、誤

りを分析することで効果的な指導・支援につなげることができます。読み書きが苦手

な児童の早期把握と対応、ひらがな指導への先生方の意識が高まることで、1 年生から

学習でつまずく子どもたちを少しでもサポートできるのではないかと考えます。  
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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．通級指導教室について 

  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。  

通級教室で学習している児童生徒は通常学級に在籍している。日常的には通常学

級で学んでいる。みんなが分かる共に学びあえる教育のあり方が求められ、授業の

ユニバーサル化の取り組み、研究が進められている。そんな中で、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、又保護者

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かどのような指導を行っているのかその

実践の紹介を行う。  

 

２．対象児童・生徒  

  通常学級に在籍している児童・生徒である。  

日常的には通常学級で学んでいる児童・生徒である。  

 (1)構音障がい (正しい発音ができない ) 

 (2)吃音 (ことばのリズムが乱れている ) 

 (3)ことばの遅れ (語彙言語理解の遅れ ) 

 (4)情緒障がい (場面緘黙等、特定の場面で声が出なくなり、話せないまた話さない ) 

 (5)発達障がい  その他  

 

３．取り組み・指導実践  

(１) 第３回吃音のある児童と保護者の集い  平成２６年７月２８日実施 

   【吃音のある児童と保護者の集い  北川敬一さんを囲んで】  

  子どもたちは楽しく交流できた。今回は対象児童の学級担任にも呼びかけ参加し

てもらった。保護者の方は毎年このような交流会を行ってほしいと願っている。  

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

研修、教材づくりも行っている。  

(３)在籍校訪問を行い、個別の指導計画をもとに学級担任と対象児童の共通理解を深

めている。 

 

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学級である。通級での基礎トレー

ニングまた特性に合わせた指導を通常学級でも活かし、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と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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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  支援教育所員  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５年目になる。通級指導教室のことを

中学校教職員に知っていただくために｢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、中学校支援教育コーディネー

ターに配布 )を発行し、年度初めの市教育センター支援教育コーディネーター研修

会でも教室の様子等を紹介してきた。今年度は市教育センター支援教育コーディネ

ーター研修会で通級指導教室担当 (小中６名 )から通常の学級で使える教材などの紹

介を行なった。中学校通級指導教室では進路に関わる個別の指導など小学校通級と

は違う指導が必要であり、そのための情報収集も通級指導教室担当者の大きな役割

であると考える。そのため独自の教材や資料を「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)している。  

 

２．「市内共有フォルダ」の活用  

茨木市内小中学校間で資料や教材をデータで正確に速くやり取りでき、自校での

活用のためのデータ編集もスムーズであるため、市内共有フォルダで通級指導教室

の情報提供や教材資料の交流を行なっている。  

 

３．今後の中学校通級指導教室について 

現在、市内の通級指導教室は小学校中学校ともに多数の児童生徒が通い余裕のない

状態である。中学校通級指導教室は２２名の生徒が月に１～３回通っており、更に申

請があったとしても月１回の指導時間を定期的に取るのは難しい状況である。しかし、

通級指導が必要な生徒には多様な形 (通級 /巡回指導 )で困り感のある生徒のニーズに

対応したいと考えている。  
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 教育センターでは、上記のようなさまざまな課題に対応し、新しいニーズに応えていくため、「情報・発

信」「研修・研究」「教育相談」「学校支援」の４つの機能の充実・強化を図り、各種事業に取り組んでいま

す。それぞれの事業・支援内容について、イントラネットトップページの四つ葉のクローバーから検索でき

ます。 

各々の検索項目は、以下のとお

りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育センターへのお問い合わせ・ご要望は『ニーズ BOX』 

をご活用ください。 

No．２６ 

教育センターの事業・支援内容について、 

くわしく知りたい場合はこちらをごらんください。 

♦情報・発信 

・ICT 修理対応について 

・「いばらきっ子スタディ」について 

・ICT デザイナーの派遣について 

・大阪府教育センター 

♦研修・研究 

・市教育センター主催研修一覧 

・初任者研日程 

・10 年経験者研修について（近日公開） 

・府教育センター主催研修一覧 
♦教育相談 

・面接相談について 

・電話の相談について 

・発達相談について 

♦学校支援 

・ふれあいルームについて 

・学生ボランティアの派遣（シャトル・ふれんど） 

・不登校アセスメント支援マップについて 

・巡回相談について 
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