Ｂ部門の研究
１

今年度のＢ部門の研究について

（１）昨年度より引き継いだ研究の視点
Ｂ部門では「キャリア発達を促す授業づくり」を共通テーマとして研究活動を進め、今年度で３年目にあたる
まとめの年となる。日々の授業実践・授業改善を通した児童・生徒の豊かなキャリア発達について研究活動を進
めてきた。
改めて特別支援教育においてキャリア教育が重視される背景について、菊地(2013)が説明する三点をまとめた。
一点目は障害のある人の地域移行と働くことを踏まえた人生全体への支援の充実、二点目は小・中・高における
一貫性のある指導内容と指導方法、三点目は主体的に活動する児童・生徒の育成である。また、これらの課題解
決にあたっては、児童・生徒の個に応じたキャリア発達への支援、小学部から多様な教育活動全般を通した組織
的対応、家庭・地域との連携が必要であることを再度確認したい。
～本校知的障害教育部門におけるキャリア教育と授業改善～
今年度のＢ部門の研究であるが、Ｂ部門全体のテーマは引き続き「キャリア発達を促す授業づくり」とした。
このテーマを小学部・中学部・高等部の共通テーマとし、それぞれが学部の実態に応じて課題となっている授業
を取り上げ、学部の研究テーマを設定した。一昨年から東京都の言語能力推進事業を受け、小学部・中学部は「国
語」、高等部では「作業学習」の授業改善を進めてきた。キャリア教育というキーワードでは、児童・生徒の豊か
な「ライフキャリア」の発達を目指す視点を知的障害教育部門全体の確認事項とし、
「どのような」
「どのように」
など具体的な研究方法や目的をそれぞれの学部で設定している。今年度も引き続き「キャリア教育」「授業改善」
という二つのキーワードを引き継いだ。小学部・中学部では昨年度に引き続き「国語」を対象とした授業改善を
行った。高等部では昨年度取り上げた事務班からリサイクル班に設定を変えた。

（２）小学部・中学部の研究
小・中学部１年目の研究では、東京学芸大学の小池敏英教授と国語の読み書きスキルの習熟度をアセスメント
する「読み書きスキル実態把握表」を作成し、小・中学部全児童・生徒に対し実施した。このアセスメントを２
年目３年目も実施し、児童・生徒の言語能力の把握をして学習グループに合った学習内容を設定することを継続
してきた。毎年児童・生徒の習熟度を測り一人一人の学習成果を確認することで、見通しをもって学習を計画す
ることが可能になった。
２年目の研究では、読み書きスキルとは違う視点から児童・生徒の学習成果を測る、評価シートを作成した。
キャリア発達の視点で評価するシートであり、児童・生徒がそれまでに積み上げてきているキャリアの発達がシ
ート作りの基盤となっているため、小学部と中学部では評価の内容や方法が違っている。詳細は各学部の項で報
告する。
３年目である今年度の研究は、１年目の研究成果と２年目の研究成果を活用する形で行った。授業改善を目的
とした授業研究を行うが、改善の成果を児童・生徒の学習成果から測る形とした。つまり、
「読み書きスキル実態
把握表」と「キャリアの評価シート」から読み取れる児童・生徒の変容から、授業改善の成果を考察することと
した。授業研究は、東京学芸大学の小笠原恵教授の指導・助言を受けて行っている。小学部と中学部では、使用
する「キャリアの評価シート」が異なるため、授業研究の内容・方法が異なる。詳細は各学部の項で報告する。

図１

３年間の研究の概要図
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（３）小・中学部 ３年間の研究の成果と課題
東京都の言語能力推進事業を受け、本校の研究テーマである「キャリア教育」と合わせて３年計画で研究活動
を行った。コミュニケーション能力の獲得を中心に学習成果を積み重ねることで、キャリア発達全般を高めてい
くことをねらい研究を進めてきたが、国語科の学習内容とキャリア教育の関わりを整理することに多くの時間を
費やすこととなった。
３年目である今年度の研究の一番の成果は、１年目の研究と２年目の研究で得たものを「評価アイテム」とし
て授業改善に活かすこととし、授業改善のスタイルを模索できたことと考える。授業改善は、東京学芸大学の小
笠原恵教授からキャリア発達を促す視点で指導・助言を受けた内容から、
「授業づくりの４つのポイント」として
「１ 活動・参加機会を作り出す」
「２ 豊富な学習機会を作り出す」
「３ やりとりの機会を作り出す」
「４ 多
重・多様な評価システムの構築」を重視して行った。３年計画の研究は今年度で終了となる。今後さらに効果的
な、
「評価アイテム」を試行しながら、授業改善のスタイルを確立していければと考えている。

（４）高等部の研究
本校Ｂ部門高等部では平成２５年度に類型化の準備を行い、平成２６年度より教育課程の類型化を高等部２年
において開始、本年度２７年度より２・３年での完全実施となった。そのため本テーマでの研究を行った３年間
は本校での教育課程の類型化の準備から導入において時期的に重なるものとなった。類型化に伴い職業類型相当
の生徒を主に対象としてＨ２５年度には「環境整備班」、H２６年度には「事務班」が新設され、公開研での研究
指定授業も各年度この２班で行った。
これまでの２カ年は職業類型の生徒対象の作業学習を研究対象授業としてきた。３年間のまとめに当たり、本
年度はまだ取りあげていない中重度対象の作業班を研究対象にし、主に福祉就労を目指す生徒のキャリア発達を
中心とした研究を深め３年間を総括することにした。

（５）高等部 ３年間の研究の成果と課題
環境整備班（Ｈ２５）
、事務班（Ｈ２６）リサイクル班（Ｈ２７）において３年間に渡り、本テーマによる研究
の授業改善に取り組む中で以下の成果を上げることができた。
・教育課程の類型化に伴いＨ２５年度に環境整備班、Ｈ２６年度に事務班を新設し、職業類型に該当する生徒の
就労先につながる作業班を新設したことにより、生徒の清掃、事務系の就労に対応する活動を設定することが
できた。
・積極的に外部からの受注、校内での受注作業を行うなど、外部からの仕事を請け負うことで、緊張感をもって
作業を行い、生徒一人一人に責任感が芽生えた。また、外部の方の評価や感謝の声を頂くことで、よりお客様
のニーズに応えた新製品、新商品の開発に繋げるなど、働くことへの意欲や仕事への取り組み方の面で向上が
見られた。
・生徒とともに教師の変容も高まり、生徒が自分で準備し、自分で作業を行い、片付けまで行えるようになる治
具の作成や言葉掛けの工夫をして自分たちで行える活動の環境設定などを行うことができた。
・「環境整備班」「事務班」の新設により、清掃系（高齢者ホームの清掃、ベッドメイク）や事務系（パソコンを
使った業務、封入などの軽作業）への就労の増加に繋げられた。
・企業の方のアドバイスを頂くことで、教師は、在学中生徒に付けてほしい力を具体的に知ることができ、生徒
はプロの方のアドバイスを直接頂くことができた。
これらの成果を受けて、進路指導部とのより密な連携を行い、進路指導、職業、作業、現場実習等を関連付け
て、生徒のキャリア発達の向上を図ることの重要性が感じられる。また、今後導入される外部専門家を生徒のキ
ャリア発達にいかに活用するか、中学部で作業班が設けられたことにより、中高との系統性ある学習計画をどの
ように進めていくのかがこれからの課題となってくる。

（６）Ｂ部門の今年度の研究を通して
キャリア教育で必要な観点として小学部・中学部・高等部それぞれをつなぐ一貫性の指導形態の充実が上げら
れる。教員一人一人が児童・生徒個々に対して行う支援であっても、目指す方向は同一であり、常にバトンをつ
なぐ意識をもって日々実践にあたることが必要である。知的障害教育部門では、同じ研究テーマのもと、実践で
は授業改善を行い豊かなキャリア発達を目指す取組みを目指してきた。今年度から小学部・中学部は仮設校舎へ
移転し、３学部での物理的な接点は少なくなってしまったが、３年間続けて同じテーマで研究を行ってきたこと
で、キャリア発達の方向性が定まり、教員の意識も高められつつあるように感じる。今年度でキャリア教育の研
究活動を終えることとなるが、これからも３学部で共有するキャリア教育として目指す方向性を維持しながら大
切にしていきたいと考える。
＜前田真澄、吉田輝世>
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２

学部研究報告

（１）Ｂ部門小・中学部で取り組む研究の概要
Ｂ部門小・中学部では、
「キャリア発達を促す国語の授業づくり」を研究テーマに掲げ、３ヶ年計画で研究活
動を行った。今年度はその最終年にあたり、昨年度までの研究を基に進めている。また、同じく一昨年度から
引き続き、東京都より言語能力向上拠点校の指定を受け、児童・生徒の思考力・表現力・コミュニケーション
能力を中心とした言語能力の向上を目指した取り組みも合わせて研究活動を進めている。学力の基盤となる言
語能力をいかに育成し、児童・生徒に対してどのように「生きる力」を育んでいくのかについての研究、
「言語
活動の充実を図る授業づくり」の取り組みも合わせて行っている。

（２）研究テーマ
学校経営計画にある「児童・生徒への小学部からのキャリア教育の充実を図る」という取り組み目標を受け、
また、教員の専門性及び学校機能を充実させ、教育サービスの向上を図るといった観点を踏まえて、全校テー
マを「児童・生徒のキャリア発達を促す授業づくり」と設定した。また、合わせて研究を進めている言語能力
向上推進事業は、学力の基盤となる言語能力をいかに育成し、児童・生徒に対して「生きる力」をどのように
育んでいくかについての研究、
「言語活動の充実を図る授業づくり」を行った。
この全校テーマ、
「児童・生徒のキャリア発達を促す授業づくり」と言語能力向上推進事業のテーマである「言
語活動の充実を図る授業づくり」を受けて、言語活動を中心的に取り扱う国語の授業に焦点を当て、Ｂ部門小・
中学部の研究テーマを「児童・生徒のキャリア発達を促す国語の授業づくり」と設定した。

（３）キャリア教育について
キャリア教育とは、
「望ましい職業観・勤労観及び職業に関する知識や技能を身に付けさせるとともに、自己
の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育」と説明されている（中央教育審議会,1999）
。
また、東京都では知的障害特別支援教育におけるキャリア教育について「児童・生徒の実態に応じて、労働や
就職・就労のみにとらわれず、自分でやれることを増やしていこうとする態度・意欲（勤労観）を育み、自ら
の生き方を主体的に考え、進路を適切に選択できる能力・態度（職業観）を障害の特性や発達段階に応じて育
成する教育」と定義されている（東京都,2009）。これらのことから、職業教育・進路指導を「キャリア教育」
として統一した観点をもつ、小学部から高等部まで一貫性・継続性が必要であるということが言える。
勤労観・職業観を育むために身に付けさせたい具体的な能力・態度が「４領域８能力」に大別されている（国
立教育政策研究所,2004）。これは「人間関係形成能力」、「情報活用能力」、「将来設計能力」、「意思決定能力」
の４つの能力領域をさらに具体的な能力として、各２つ計８つの能力に整理されたものである。

キャリア発達の４つの能力領域

人間関係形成能力

情報活用能力

他者の個性を尊重し、自己の個性を発揮しな
がら様々な人々とコミュ二ケーションを図
り、協力・共同してものごとに取り組む。

学ぶこと・働くことの意義や役割及びその多
様性を理解し、幅広く情報を活用して、自己
の進路や生き方の選択に生かす。

将来設計能力

意思決定能力

夢や希望をもって将来の生き方や生活を考
え、社会の現実を踏まえながら、前向きに自
己の将来を設計する。

自らの意思と責任でよりよい選択、決定を行
うとともに、その過程での課題や葛藤に積極
的に取り組み克服する。
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（４）研究経過
３年間の概要は以下のとおりである。

〈１年目〉
国語の授業を通して、アセ
スメントが児童・生徒の言
語能力などの把握や支援の
ポイントを定め、授業内容
の選定や実態に応じた支援
に役立つことを検証する。

〈２年目〉
言語能力の向上とキャリア
発達という２つの観点から
国語の授業で付けたい力を
整理し、まとめる。

〈３年目〉今年度
各学部で系統性のあるキャ
リア教育の発達を促し、言
語能力の向上を目指す授業
づくりを行う。

一昨年度は、アセスメントに重きを置き、言語活動の読み書きに特化したアセスメント「読み書きスキル実
態把握表」を東京学芸大学小池敏英教授と共に作成し、全児童・生徒対象に実施した。国語の授業を通して、
アセスメントが児童・生徒の言語能力などの把握や支援のポイントを定め、授業内容の選定や実態に応じた支
援に役立つことを検証し、学習集団の集団構成を分析したり、小・中学部全児童・生徒のアセスメントと分類
の結果を得たりすることができた。次頁以降に「読み書きスキル実態把握表」の一部を掲載する。
昨年度は、小学部では「授業観察シート」を作成し、中学部では「国語の授業におけるキャリア発達の視点シー
ト」を作成し、国語とキャリア教育を関連付けて授業づくりを考えた。国語の授業におけるキャリア発達のねらいを各
学部で再確認することで、授業をつくる上での視点が広がった。

（５）今年度の研究方法
昨年度各学部で作成したシートの文言を更に精査し、実際に授業で活用しながらキャリア発達を促す授業づ
くり・授業改善を行った。また、「読み書きスキル実態把握表」を引き続き、全児童・生徒を対象に実施した。
詳細については、小学部・中学部それぞれの研究報告に記載されている。

（６）今後の課題
３年間の研究で、アセスメントとキャリア教育とを関連付けて国語の授業を行うことで、児童・生徒の言語
活動及びキャリア発達面での成長を見て取ることができた。
キャリア教育を行う上で、小学部から高等部まで一貫性・継続性を保つことが重要だと言える。この一貫性・
継続性を確実なものにするため、今後は各学部で今年度の研究内容を発達段階に合わせて系統性のあるものに
していくことが課題となる。
また、この研究成果を、他教科・領域にも反映させ、学校の教育活動全般においてキャリア発達を促す指導
をしてくことが重要である。
＜橋本康太＞
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Ｂ部門 小学部
１ 研究テーマ
「キャリア発達を促す国語の授業づくり」

２ 研究テーマの設定理由と研究の経過
一昨年度から同テーマのもと「言語能力」と「キャリア教育」という２本柱で３年間の継続研究を行っており、今
年度はその３年目、まとめの年である。一昨年度は、学部共通のアセスメントとして作成した読み書きスキル実態把
握表を用いて「言語能力」の側面から国語の授業を検討し、研究を進めた。昨年度は、
「キャリア教育」の側面から
国語の授業改善を行った。これまでの研究を受けて、小学部では下記の２点を今年度の研究目標と設定し、研究を行
った。
ア．日頃の国語の授業づくりそのものを対象とし、教員の授業力の向上、授業実践の充実を図る
イ． 国語とキャリア教育との関連について整理し、必要な内容を実践に取り入れる等して、児童一人一人にふさ
わしいキャリアを形成するために必要な意欲・態度・能力の向上を目指す

３ 研究方法
（１）活動グループの設定
国語の授業を対象とし、意見交換が活発に行われやすいよう３グループ（Ａ・Ｂ・Ｃ）に分け、小集団でのグルー
プ研究を行った。各学年を発達段階で３グループ（Ａ・Ｂ・Ｃ）に分け、６学年縦割りグループを作り、学年間の系
統性が取れるよう配慮した。

（２）方法
①昨年度に引き続き、学部共通のアセスメントとして、読み書きスキル実態把握表を全児童が実施する。
②各グループでビデオモニタリングにより授業観察シートの記入を行い、授業検討（３回）を実施する。

４ 研究内容と経過
（１）年間計画
活動単位

活動内容

詳細

４月２１日

学部

研究計画の検討

５月２０日

学部

授業観察シート確認・検討 授業観察シートの見直し。

７月 ７日

グループ

８月３１日

小・中学部 中間報告会

９月１６日

グループ

意見交換

１０月２７日

グループ

授業検討：２回目

１２月１４日

グループ

授業検討：３回目

１月 ７日

小中学部
グループ

まとめ／意見交換

研究計画・内容の検討。

小笠原先生が、６月２３日午前中と７月７日午
後にＡグループの授業を参観、Ａグループの検
討会に参加。Ｂ・Ｃグループは、それぞれのグ
ループ内で検討。
小学部中学部間で研究内容の共有。小笠原先生
からの指導・助言

授業検討：１回目

授業改善に向けた意見交換。
小笠原先生が、全日Ｂグループの授業を参観、
Ｂグループの検討会に参加。Ａ・Ｃグループは、
それぞれのグループ内で検討。
小笠原先生が、全日Ｃグループの授業を参観、
Ｃグループの検討会に参加。Ａ・Ｂグループは、
それぞれのグループ内で検討。
公開研に向けてまとめを報告／公開研に向けた
意見交換。
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１月２０日

学部

まとめ

公開研に向けてまとめを報告。

２月 ９日

全校

公開研で発表

今年度の研究内容を発表。

２月１７日

学部

反省

次年度に向けて今年度の反省。

３月～

学部

次年度検討

次年度の研究内容を検討。

（２）研究内容の経過
①授業観察シートの変更について
（授業者の意図を適切に伝えるために）
・評価の観点を焦点化できるように、授業の内容に合わせて、具体的な評価内容を記載する欄を設定した。
・単元の評価規準との関連が分かりやすいように、
「単元評価対応」の欄を設定した。
→「単元評価対応」については、７月７日小笠原先生からの助言を受けて、その位置を各項目の端に寄せる
ことで、チェックシートとしての系統性を高めた。
（国語の授業とキャリア教育との関連を明確にするために）
・
「国語を理解・表現する能力と態度」とキャリア発達に関わる能力との対応関係（重なる部分）を記入でき
るようにした。
・読み書きスキル実態把握表で明らかになったグループの課題について明記する欄を設定した。

②授業改善について
授業観察シートの変更をすることで、授業者の意図が明確になった。授業検討の際に、共通認識をもって具体
的な議論をすることができ、児童の変容が確認しやすくなった。具体的には、
「児童が役割を意識したり、自信
をもって回答したりできるようになった。また友達を意識できるようになることで、一方通行ではないやり取
りが成立し、人間関係形成能力の向上を図ることができた」等の感想が挙がっている。

③読み書きスキル実態把握表
一昨年、昨年に続いて、今年度も１２月にアセスメントを実施した。３～６学年の児童について、各児童の３
年間の結果の推移を分析すると「上昇」が５５％おり、言語技能の向上を確認することができた。

５ まとめと今後の課題
１年間を通して、キャリア教育の視点から国語の授業改善を行ってきた。
中間報告会で小笠原先生にご指摘いただいた４観点（十分な参加機会、豊かな学習機会、豊富なやり取り、多様な・
多重な評価）を授業改善に活かすために、全教員にアンケートを取り、
「自分が取り組む改善内容」を確認した。こ
れにより、授業観察シートの変更と併せ授業改善の視点について、教員間で共通認識を図ることができた。
この 3 年間で、読み書きスキル実態把握表や授業観察シートの作成と改善を行った。さらにそれらを活用して「言
語能力」や「キャリア教育」の側面から国語の授業改善を行い、教員の授業力の向上や授業実践の充実、児童一人一
人にふさわしいキャリアを形成するために必要な意欲・態度・能力の向上を図ることができた。
今後も、国語とキャリア教育との関連について整理したり、読み書きスキル実態把握表や授業観察シートを活用し
て授業づくりをしたりしてきたことを土台として、引き続き授業改善を行っていきたい。作成した授業観察シートは、
教員が小学部段階からのキャリア教育の視点を意識して個別指導計画を作成したり、保護者に説明したりする時に活
用する等、教員と保護者間で共通認識を図るツールとして活用するなど、今後の指導に役立てていけるものであると
考える。
＜阿納剛＞
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平成 27 年度Ｂ小学部研
授業改善のためのキャリアチェックシート

(

Ａ

)グループ

学年・グループ：

人間関係形成能力

中項目

・呼名やあいさつなどに対して発声や挙手で応えたり、サインや動作で伝
えたりする。
（具体的な評価規準：
）
・友達や教員と（を誘って）一緒に活動する。
（
）

あ い さ
つ・返事

・やりたい気持ちを発声や挙手・サインで伝える。
（

要 求 表
出

）

・活動や提示されたもの注目する。
（

）

見る・
聞く

・提示・指示されたものがわかる。
（

）

マ ッ チ
ング

備考

○・△

備考

○・△

備考

○・△

備考

○・△

備考

模倣
）

将来設計能力
・活動のルールがわかり取り組む。
（

）

・活動に見通しをもって取り組み、また、自分の順番がわかる。
（

）

ルール
順番・見
通し

意思決定能力
・好きなものを選ぶ。
（好きな物を増やす・見つける）
（

○・△

人 と の
関わり

情報活用能力

・教員の動きや言葉を見聞きして真似しようとする。
（

日にち：

選択
）

読み書きスキル実態把握表で対応する（本時の課題となる）項目
絵画語彙
見本合わせ（絵カード・平仮名単語）
平仮名文字弁別
図形模写
平仮名文字模写
名前の書字
２語文理解
音韻操作
平仮名文字読み書き
平仮名単語読み
生活語彙
数唱
平仮名単語検索
特殊音節読み書き
漢字読み・書き
文理解
事物調達

授業者：
単元評
価対応

平成 27 年度Ｂ小学部研
授業改善のためのキャリアチェックシート

(

Ｂ

)グループ

学年・グループ：

人間関係形成能力

中項目

・一連のやりとりを覚え、再現することができる。（呼名含む）
（具体的な評価規準：
）

挨拶・要求・
やりとり

・名称や概念を言葉や絵カードなどの操作で表出する。
（

）

言葉・概念の
拡大

・正しい動作模倣ができる。
（

）

）

・質問に対し、言葉やサイン、絵カードを使って答える。分からない場
合は教員に援助を求める。
（
）
・単語を図形として捉えて、単語の表しているものが分かる。
（
）

備考

○・△

備考

○・△

備考

○・△

備考

大小、多少等
の概念理解
質問への応
答・質問
読字

将来設計能力
・簡単なルールにそって活動する。
（

○・△

模倣

情報活用能力
・具体物を数えることができる。
（

日にち：

）

決まり・
ルール

意思決定能力
・やりたい気持ちを挙手や言葉で表現する。
（

）

主体的参加

・２択・３択の中から選び、他者に伝える。
（

）

選択、
意思表出

読み書きスキル実態把握表で対応する（本時の課題となる）項目
絵画語彙
見本合わせ（絵カード・平仮名単語）
平仮名文字弁別
図形模写
平仮名文字模写
名前の書字
２語文理解
音韻操作
平仮名文字読み書き
平仮名単語読み
生活語彙
数唱
平仮名単語検索
特殊音節読み書き
漢字読み・書き 文理解
事物調達

○・△

備考

授業者：
単元評
価対応

平成 27 年度Ｂ小学部研
授業改善のためのキャリアチェックシート

(

Ｃ

)グループ

学年・グループ：

人間関係形成能力

中項目

日にち：
○・△

１． 呼名や挨拶に応じて教員に注目することができる。
（具体的な評価規準：
） 相手への注
２． 呼名や挨拶に応じて教員に注目し、挙手や発声で返事をしたり挨拶したりすることができる。
（
） 目・挨拶
１． 指名に応じて（名前を呼ばれた後に）立ったり問いかけに答えたりすることができる。
（
） 一方通行で
２． 指名に応じて、相手から尋ねられた内容について答えることができる。
（
） ないやりと
３．
「誘う→承諾する」といったやりとりを行うことができる。
（
） り
４．問いかけに応じた（答えた）後、相手の顔を見て反応を確認することができる。
（
）
情報活用能力
○・△
１． 名詞を聞いて（読んで）、対応する物や絵カードを取ることができる（内容に応じた行動をとることができる）。
（
） 語彙の拡大
２． 動詞を聞いて（読んで）、対応する物や絵カードを取ることができる（内容に応じた行動をとることができる）。
（
） （文字・単
３． 形容詞を聞いて（読んで）
、対応する物や絵カードを取ることができる（内容に応じた行動をとることができる）。
（
） 語・文の理
４． 短い文を聞いて（読んで）
、対応する絵カードを取ることができる（内容に応じた行動をとることができる）。
（
） 解）
１．物や絵カードを見て、名詞を言う（文字・単語カードを選ぶ、書く）ことができる。
（
） 語彙の拡大
２．物や絵カードを見て、動詞を言う（文字・単語カードを選ぶ、書く）ことができる。
（
） （文字・単
３．物や絵カードを見て、形容詞を言う（文字・単語カードを選ぶ、書く）ことができる。
（
） 語・文の産
４．絵カードを見て、短い文で話す（文字・単語カードを選ぶ、書く）ことができる。
（
） 出）
１．字の読み方や問いに対する答えが「わからない」
「教えてほしい」ということを言葉や身振りで伝えることができる。
（
） 必要な情報
２．
「だれ？」
「いつ？」等の言葉（単語カード・絵カード）を使い、決められた質問の仕方で質問することができる。
（
） に気付く・
３．知りたい情報（足りない情報）に合わせて「だれ？」「いつ？」「どこ？」等の言葉（単語カード・絵カード）を使い分 質問方法の
けて質問することができる。
（
） 理解
将来設計能力
○・△
１． 学習活動に最後まで取り組むことができる。
（
） 見 通しを も
２．
「話を聞く→答える」といった活動の流れに沿って行動することができる。
（
） った行動
１． 自分の順番で発表することができる。
（
２． 指定されたことに正しく応答できる（指示内容に応じて行動することができる）。
（
３． 音読や劇遊び、役割交代のある活動の中で、自分の役割を遂行できる。
（

備考

備考

備考

） 役割の遂行
）
）

意思決定能力
やりたい課題（答えたい問題）を選ぶことができる。（
読み書きスキル実態把握表で対応する（本時の課題となる）項目
絵画語彙 見本合わせ（絵カード・平仮名単語） 平仮名文字弁別
音韻操作 平仮名文字読み書き 平仮名単語読み 生活語彙 数唱
漢字読み・書き 文理解 事物調達

授業者：

○・△

備考

○・△

備考

） 活動の選択
図形模写 平仮名文字模写 名前の書字
平仮名単語検索 特殊音節読み書き

２語文理解

単元評
価対応

Ｂ部門 中学部
１ 研究テーマ
「児童・生徒のキャリア発達を促す国語の授業づくり」

２ 研究目的
平成２５年度から同テーマのもと「言語能力」と「キャリア教育」という２本柱で３年間の継続研究を行っており、
今年度はその最終年である。２５年度は学部共通のアセスメントとして作成した「読み書きスキル実態把握表」を用
いて言語能力の側面から国語の授業を検討し、研究を進めた。昨年度はキャリア教育の側面から国語の授業を考え「国
語の授業におけるキャリア発達の視点シート」を作成した。今年度は、前２年で研究した言語能力とキャリア教育を関連
付けて国語の授業づくり・授業改善を行って、生徒の変容を考察することを目的として研究活動を行った。

３ 研究方法と経過
（１）今年度の研究方法
・昨年度作成した「国語の授業におけるキャリア発達の視点シート」の内容を精査し、
「キャリアチェックシート」
としてアセスメントを共に国語の授業づくりに活用する。
・年間６回の授業研究を行い、講師の助言を基に学部全体で授業改善を進める。
・
「読み書きスキル実態把握表」と「キャリアチェックシート」を用い、授業改善の成果と生徒の変容を検証する。

（２）年間計画
日にち

活動内容

詳細

４／２２

研究計画の検討

今年度の研究について

５／２０

研究計画の検討

今年度の研究について

６／３０

授業研究①

２・３年生 High グループ

７／１５

キャリアチェックシ
ート文言検討、記入

客観的に評価できるような文言を検討
各グループ生徒１名について記入

８／３１

中間報告会

今年度の研究計画等の発表

９／１８

授業研究②

１・２年生 Middle グループ

１０／１４

授業研究③

１・３年生 Low グループ

１１／１９

授業改善

４つのポイントを押さえた授業改善

１２／１５

アセスメント集約

「読み書きスキル実態把握表」
「キャリアチェックシート」の記入・集約

１／７

公開研究会プレ発表

プレ発表（校内向け）

２／９

公開研究会

（ＡＭ授業公開・ＰＭ研究協議会）

２／１８

今年度の反省

今年度の反省と次年度に向けて

（３）研究経過
①キャリアチェックシート
昨年度作成した「キャリア発達の視点シート」は、国語科とキャリア教育を関連付けて作成したが、双方の関連付
けに難しさを感じた昨年度の反省を活かし、内容をキャリア教育面（授業に臨む態度）に絞り、だれでも客観的に評
価できるように文言もなるべく生徒の行動レベルにして「キャリアチェックシート」として改めて作成した。
「キャ
リアチェックシート」は、生徒の能力別に３段階に分け、３枚作成した。次頁に例として１つのグループのチェック
シートを掲載する。シートの各項目について◎、○、△で評価し、その生徒が△や○の項目を重点的に指導するよう
にした。
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キャリアチェックシート

（※は他項目と内容が重複するもの）

人間関係形成能力
「気をつけ」や「礼」ができる。

◎・○・△

備考

◎・○・△

備考

◎・○・△

備考

◎・○・△

備考

挨拶・敬語

相手の方を向いて伝える。
意思表現
その時の自分の気持ちを表現する。
話す人を見て話を聞く。
場に応じた行動
相手の前に立って挨拶や発表をする。
次に活動する人に順番を伝える。

人との関わり
集団参加

相手の話を聞き、指示されたことを行動に移す。

他者理解

意思決定能力
選択肢から選択して答える。

意思決定

目標を選択する。

目標設定

やりたい気持ちを表現する。

目標への意識・意欲

肯定的な評価を受け、それに対して反応を示す。
できない時に、教員に伝えることができる。

振り返り
自己評価

情報活用能力
※相手の話を聞き、指示されたことを行動に移す。
自分の順番になったら自発的に課題を行おうとする。

様々な情報への
関心

指定された友達を呼んだり、何かを手渡したりする。
情報収集と活用
教具を適切に扱って課題を達成する。

将来設計能力
※「気をつけ」や「礼」ができる。

習慣形成

本時の活動内容のカードを言ったり貼ったりする。

見通し

自分の順番になったら活動する。

役割の理解と実行
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②キャリア発達を促す授業づくりの４つのポイント
講師の学芸大学・小笠原教授から「キャリア発達を促す授業づくりの４つのポイント」について助言を頂き、こ
れを念頭に置いて授業づくり・授業改善を行った。
Ⅰ：活動・参加機会を作り出す
＜具体的な改善点＞
・教材の準備・片付けを生徒が行うようにする。
・本時の予定を白板に貼ったり、発表したりを生徒が行うようにする。
・プリントを配ったり回収したりを生徒が行うようにする。
・授業の進行役、他生徒を評価する役、他生徒の手伝いをする役、モデルを実演する役などいろいろな役割
を生徒にもたせるようにする。
授業中の教材準備や片付け、進行役、モデルの実演など、教師が行ってきたことを生徒に任せることで、生
徒の待ち時間が減り、活動して評価される機会を増やすことができた。
また、生徒が教材等を自分達で準備することでこれから行う活動の見通しももちやすくなり、主体性や意欲
にもつながった。
Ⅱ：豊富な学習機会を作り出す
＜具体的な改善点＞
・一人ずつ前に出て活動させる方法をやめたり、短くしたりする。
・生徒同士ペアになって活動できるようにする。
・全員が一斉に活動できるようにする。
・個別学習の時間を設ける。
一人ずつ前に出てみんなの前で活動する（他の生徒はそれを見ている）授業形態だと、生徒は友達の活動を
見ているだけの時間が長くなり、これは待っているだけの時間と同じになってしまう。
そこでこのやり方をなるべくなくし、あるいは短くし、生徒同士ペアでの活動や全員一斉の活動を設定した
り個別学習の時間を設定したりすることで、一時間での生徒一人当たりの学習機会を多く保障するようにした。
これによって、生徒は学習する回数が増え、それに伴って評価されることも増えて、学習が進み、達成感や
意欲をもつことができた。
Ⅲ：やりとりの機会を作り出す
＜具体的な改善点＞
・教師が動き過ぎず、課題ができたときやわからないときに、生徒が自分から教師に働きかけるようにする。
・生徒の実態に応じて「できましたカード」などのコミュニケーションツールを用意し、自分で使えるよう
にする。
・生徒同士の物や言葉のやりとりの機会を意図的に設定する。
教師から一方的に指示を聞くばかりでなく、
生徒が自分からコミュニケーションが取れるように支援ツールを
準備し、環境を設定するようにした。また、前述の教材の準備や片付けを生徒に任せることで生徒から教師へ
あるいは生徒同士でのやり取りが生まれ。このことで生徒の自発的な発信や対人関係の力が向上した。
Ⅳ：多重・多様な評価システムの構築
＜具体的な改善点＞
・生徒の発表等に対し、○×カード等で他の生徒が評価するようにする。
・生徒が回答した物のすぐ隣に正解を置き、生徒が自分で正誤を確認できるようにする。
・生徒同士で評価しあうようにする。
・振り返りシート等で生徒が自己評価するようにする。
教師からの評価だけでなく、生徒が自分で正誤を確認する自己評価、友達からの他者評価、生徒同士で評価し
あう相互評価などの機会を設けることでより、生徒が一層達成感をもてたり、自己の課題に気付いたりすること
ができた。また、前述のとおり学習機会を多く保障することで、何度も評価され、生徒の自信につながった。
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４ まとめ
１２月に「読み書きスキル実態把握表」及び「キャリアチェックシート」に記入し、生徒の変容を調べた。
●読み書きスキル実態把握表の結果

※横軸は読み書きスキル実態把握表のパターン、縦軸はそれぞれのパターンの生徒数
※左側の２６年度の棒グラフは、現在の中学部１～３年生の生徒が、昨年度小学部
６年生・中学部１年生・２年生だった時のアセスメント結果。

上図からＡパターンの「ＡⅠ」の生徒数が減り、Ｃパターンの生徒が増えていることが分かる。これは昨年度
「ＡⅠ」だった生徒がＢパターンへ、Ｂパターンだった生徒がＣパターンへそれぞれ成長したことを表している。
●キャリアチェックシートの結果の変化
変化なし

０

１～３項目ＵＰ

４～６項目ＵＰ

３

７項目以上ＵＰ

５

１

※100 ページの「キャリアチェックシート」を単元開始前と単元終了後に記入し、△→〇、〇→◎などの変化を調べた
※３学年×３グループの計９グループで、各グループ生徒１名を抽出して実施した。

上の表から、全グループで生徒のキャリア発達面で成長があったことが分かる。多くのケースで成長が見られた
項目は「その時の自分の気持ちを表現する」＜人間関係形成能力＞、
「選択肢から選択して答える」＜意思決定能
力＞、
「教具を適切に扱って課題を達成する」＜情報活用能力＞「自分の役割を理解して適切に活動する」＜将来
設計能力＞などであった。
「読み書きスキル実態把握表」のアセスメントと「キャリアチェックシート」でのチェックを行い、その結果に
基づいて、各生徒の言語能力面・キャリア教育面の実態に合った指導内容を検討し、キャリア発達を促す４つのポ
イントを意識して授業を行うことで、言語能力面とキャリア発達面双方で生徒の成長が見られた。今年度作成した
キャリアチェックシートは、生徒のキャリア発達の実態や変化を具体的に知るうえで有効なツールとなった。
４つのポイントを学部全体で共有して授業づくり・授業改善ができ、授業力向上につながったことも成果の１つ
だと思われる。
３年間にわたり、言語活動とキャリア発達について研究をしてきたことで、教員間で意識が高まり、それに伴っ
て生徒の成長を見て取ることができた。この研究は、国語の授業に特化したものだったので、他教科や領域でも研
究成果を生かしていくことが大切だと考える。また、教員の異動が多い最近では、教師が変わっても同じ視点・同
じ意識で授業づくりに臨めるよう、
例えば個別指導計画や学習指導案などにキャリア教育に関する項目を設けるな
どして、常にキャリア教育について念頭におけるようなシステムを構築することも重要である。
＜橋本康太＞
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Ｂ部門
１

研究テーマ

２

研究テーマの設定理由と研究の経過

高等部

「キャリア発達を促す作業学習の授業作り」

平成２５年度から２７年度の３カ年における本校の研究における全校テーマ「豊かなキャリア発達を促す授
業づくり」に基づき、B部門高等部においては「キャリア発達を促す作業学習の授業作り」を学部のテーマとし
て取り組んできた。本年度はその３年間のまとめの年に当たる。
本校B部門高等部では平成２５年度に類型化の準備を行い、平成２６年度より教育課程の類型化実施を高等部
２年において開始、本年度２７年度より２・３年での完全実施となった。そのため本テーマでの研究を行った
３年間は本校での教育課程の類型化の準備から導入において時期的に重なるものとなった。類型化に伴い職業
類型相当の生徒を主に対象としてH２５年度には「環境整備班」、H２６年度には「事務班」が新設され、公開
研での研究指定授業も各年度この２班で行った。これまでの２カ年は職業類型の生徒対象の作業学習を研究対
象授業としてきた。３年間のまとめにあたり、本年度はまだ取りあげていない中重度対象の作業班を研究対象
にし、主に福祉就労を目指す生徒のキャリア発達を中心とした研究を深め３年間を総括することにした。Ｈ２
７年度における具体的な取り組みは以下の３点である。
①職業授業見学（自分が所属していない授業グループの見学を行う）
②講師による継続的な助言を受けてのリサイクル班での事例研究と授業改善

③各作業班（１０作業班）における授業改善と改善シートの作成
これら本年度の研究成果及び３年間のまとめを２月の公開研究協議会で研究授業をし、発表した。また、
本年度はテーマに基づく以下の仮説を立て、観点を絞って研究に臨んだ。
H２７年度Ｂ部門高等部

研究仮説

「３つの力を身につけるための環境改善に取り組む中で、生徒のキャリア発達を向上することができる。
☆３つの力☆１.コミュニケーション力

２.身辺自立（ADL から IADL へ）３.責任をもってやり遂げる力」

ここで取り上げた３つの力は、毎年企業と福祉施設対象に行っている、
「卒業までに在学中に身に付けて欲し
い力」のアンケート及び、作業班担当教員への「作業で生徒に身に付けさせたい力」のアンケートの中から
抽出した。

３

研究内容と経過

≪年間の研究計画≫
研究日 月/日
時間
4/21〔火〕
16:35~17:00
5/20〔水〕
16:35~17:00
6/17〔水〕
16:35~17:00
7/15〔水〕
16:35~17:00
8/31〔月〕
13:30~15:30

9/16〔水〕
9/24〔木〕
10/21〔水〕
12/10〔木〕
12/15〔火〕
1/7〔木〕

16:35~17:00
9:00~12:00
16:35~17:00
9:00~12:00
16:35~17:00
14:30~16:30

１/20〔水〕
2/10〔水〕

16:35~17:00
13:30~17:00

2/17〔水〕

16:35~17:00

形態
学部全体会
学部全体会
学部全体会
学部全体会
公開研中間報告会
作業班分科会

内容
・研究テーマ提案 ・研究授業について
・職業授業見学、他校授業見学、教材作成について
・職業授業見学、他校授業見学、教材作成について
・ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ、ｶﾘｷｭﾗﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、職業授業見学等について
・リサイクル班の取り組み、これまでの改善内容について
・各作業班における授業改善及び改善シート作成について
・H27年度B部門高等部研究仮説について
作業班分科会
・各作業班における授業改善
指導・助言〔講師〕
・岩井先生によるリサイクル班授業観察、指導及び助言
学部全体会
・9月24日の講師による指導、助言をもとに討議
指導・助言〔講師〕
・岩井先生によるリサイクル班授業観察、指導及び助言
学部全体会
・12月10日の講師による指導、助言をもとに討議
本校舎プレ公開研究会 ・３年間研究のまとめ、H27年度研究について
・リサイクル班研究報告
学部全体会
・B部門高等部公開研研究報告について、時程について
公開研究協議会
・午前 作業班授業
午後 ３年間研究のまとめ、リサイクル班研究報告
学部全体会
・平成27年度研究活動のまとめ
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（１）職業授業見学
Ｂ部門高等部における教員全体のキャリア教育への意識向上、授業づくりのアイデアを増やすことをねら
いとし、Ｂ部門教員全員を対象に職業の授業見学を行った。原則として自分が所属していない学年、グルー
プの職業の授業を年度内一人一回以上見学し、見学シートに記入する。年度末に集約をし、学部で共有した
。普段とは違う生徒の姿を見ることや、授業づくりのアイデアを共有することができ、教員のキャリア教育
への意識向上に役立った。

（２）研究授業(リサイクル班)を通した事例研究と授業改善
本年度よりB部門高等部において教育課程の類型化の完全実施となった。また、Ｂ部門小中学部の山崎校舎
への移転に伴い、各作業班の特別教室が確保できるようになり、長年の問題点であった教室不足が大きく解
消された。また、特別教室が確保されたことに伴い、１年生と２・３年生の作業を別日に設定することで１
年生の基礎作業班が２・３年生と同じ場所で作業をできるようになった。このことで以前よりも系統性のあ
る教育課程を設定することができた。本年度は中重度対象の作業班研究ということで、９月と１２月に十文
字女子学園大学教授

岩井雄一先生を講師として迎え指導助言をいただき、継続的な授業改善を行った。

○９月２４日(木)の指導助言内容と改善点
（講師からいただいた助言）
コミュニケーション
・言葉で伝えられない生徒に対しての表現の仕方や、手順表の作成。
・『ちゃんと』『頑張った』とはどういうことか、より具体的に伝える工夫。
身辺自立（ADL から IADL へ）
・目標と評価を視覚的にわかるようにする。（出来高表をグラフで表示

→生徒の意欲に繋げる）

・生徒が達成感を味わうために、「うまくできた」「うまくできなかった」はどの様な状態か生徒自身がわか
るよう示す。
（完成見本、検品の工夫）→「うまくできた」と感じることができれば生徒の自信につながる。
・制作した製品がどうなるのかを生徒に知らせる工夫。メモ帳を教員や家族に使用してもらいアンケートを
実施し、感想等を生徒にフィードバックするとよいのでは。人の役にたっているという達成感や成就感を
もち、より良い製品を作ろうという意識が生まれ、品質の向上につながってくる。
・生徒にとってリサイクルとは。生徒の働きをどのようにフィードバックするか。どれくらいリサイクルと
して反映されているかを企画室と連携して、どれ位節約になったかを紙の量や金額で示す等の工夫。
・品質向上の工夫→家庭での包装紙やリサイクルペーパーを利用
責任をもってやり遂げる力
・メモ帳の裁断

目で見て誤差が分かる工夫。→よくできている製品の見本などを用意する。

・自分の仕事の一番できた形は何かを生徒自身でわかるようにする工夫。うまくできたことでより良い製品
を作ろうという意欲につながる。
・枠組みがあっても、意識の低さを感じる。ある程度完成された治具を用いてこれまで学習を積み重ねるこ
とで自分の決められた作業に一人で打ち込むことができている。しかし、工程間のコミュニケーションが
なく失敗品が次の工程にそのまま流れてしまっていることがある。
・リサイクルバッグの新商品について→シールの長さ、貼り方など工程を分析細分化し手順表を作成する。
・仕事の意識づけ→１工程ずつ『きちんと』できるよう工夫する。同じものが同じようにできるようにする。
・補助具はずっと同じものを同じように使うのではなく、少しずつ外していけるものを開発し。1 人で最後ま
できちんとできるようにする。

（改善点）
・出来高表を作成し、目標数と現在の出来高を生徒に見える形で示した。
→班全体で取り組んでいる意識や目標到達に向けて取り組もうとする意識が生徒に芽生えた。
・リサイクル班の写真入りの作業内容の紹介を各ラインごとに作成し、作業室の壁に貼りだした。
→企業の方や保護者の方、また違う作業班の生徒にリサイクル班の活動について知ってもらえること
ができ、生徒の働きを多くの人に知っていただくことができた。
・マチ付きのリサイクルバッグを新製品として開発した。
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→サービス班の発注を受けマドレーヌのセット販売に合ったバッグを作成することができ、生徒にと
っては自分たちの働きが周りの人に喜んでいただける経験を積むことができた。
○１２月１０日(木) 指導助言内容と学部研討議内容
コミュニケーション
・朝の会、長すぎず、言葉掛けも簡潔でよい。
・始めましょうの言葉掛けで一斉に生徒が自分から準備に取り掛かることができていてよい。
・仕事で使う言葉の唱和がよい。これが実際の場面で使えるとなお良い。
・工程間で声掛けや検品ができるようになると良い。→製品のチェックにもつながる。自分の所をやればよ
いという意識から、隣の人を気にするようになり生徒同士のコミュニケーションの向上にもつながる。
「前
の人から回ってきたらチェック」というのを工程表に入れてもよい。今は失敗品も流れてしまうこともあ
る。自分でうまくできた状態がわかるとよい。
身辺自立（ADL から IADL へ）
・本日の予定と、時計が近くにあるようにする。本日の予定は時間の長短が一目見て量的に分かるようにす
る。今何をしているかを印などで示す。
・リサイクルペーパーで作っているという制約もあるが、今後も新製品等も考えていく。
・自分たちが行っていることがどれ程社会に貢献しているか生徒に分かるように伝える。
→リサイクル品を使ったらこれくらい予算が浮いたなどを企画室から出してもらう。
（他の班と違い、成果が、作った製品の売り上げだけでないため）企画室から感謝状をもらうなど。
・その日の作業が誰の為なのかを示す機会をもつ。→「まちだ祭に向けて」「高 3 へﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ」
・全体の出来高が示されていた。
個人の目標を立て振り返る流れができると良い。目標も「集中した頑張る」など抽象的内容でなく、
「今回
は～個できた。次回は～個がんばろう。」と具体的に示せるとよい。
責任をもってやり遂げる力
・工程表が作られていて良かった。生徒は記憶に頼らず自分で見直すことができる。工程表を作ることで教
員も工程を見直すことができる。使いながら生徒に合わせて変えて行けばよい。このように意図的に改善
を行うことがよい。工程表は生徒の実態によって形も変わってくる。一覧形式、めくり式など
・治具は生徒に応じて作るとともに、技術が向上するに伴い、外していけるようなものにできたらよい。
・新製品のまちつきリサバッグは、折り目をきれいにつける工夫があると良い。
・糊付けを終えたものはぴったり入るかごに入れるようにする。紙が曲がってのりがはがれないようにする
ため。
・お客様に「使いたい」と思ってもらえるように製品の完成度、品質を上げていく。
・リサイクル封筒は糊付けが斜めになっているものもあった。どのような状態が完品なのか、どこまでの完
成度を求めるのか生徒に分かるように示す。完品の例は実物でもよい。
・「貼る」だけでなく「きちんと貼る」を目標にしていく。そのための補助具化か、検品システムを作る。
その他
・作業学習を通して自己肯定感を育くんでいくという視点をもつ。
・今後も方針をもって意図的に改善を行っていくと良い。
・合理的配慮が今後企業にも求められてくる。本校へ見学に来られた企業の方にも「このような配慮を行え
ば、この方でも継続して作業ができます。」というようにこれから私たちが発信していく立場になる。
（改善点）
・工程表を作成し、作業工程を記憶に頼らずに確認できるようにした。
→失敗が減った。生徒自身で工程を確認できることで以前より正確な作業を一人で行えるようになった。
・仕事の時に必要になる言葉を実際の場面で使用できるよう言葉かけをした。
→実際場面で生徒自ら報告、連絡、質問をする場面が増えてきた。

（３）各作業班における授業改善及び、改善シートの作成（各班２部ずつ）
仮説で挙げた３つの力に関する作業内容の改善を行い、各班で２枚ずつ作業改善シートを作成し、全作業
班で改善内容を共有した。具体的な策をシートにまとめて、改善に取り組むことで、生徒のキャリア発達に
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向けた改善を意図的に行うことができた。また、各班の改善を学部の全作業班で共有し、他班においても活
用することができた。今後もＰＤＣＡのサイクルで改善を継続して行っていく。

４

３年間の研究の成果と課題
環境整備班（H25）、事務班（H26）リサイクル班（H27）において３年間に渡り、十文字女子大学教授岩井雄

一教授より指導助言をいただき、継続して授業改善に取り組んできた。成果と課題を以下にあげる。
<成果>
・教育課程の類型化に伴いＨ２５年度に環境整備班、Ｈ２６年度に事務班を新設し、職業類型に該当する
生徒の就労先につながる作業班を新設した。
→より生徒の清掃、事務系の就労に対応する活動を設定することができた。（社会のニーズに対応）
・積極的に外部からの受注、校内での受注作業を行った。（町田市陸上競技場、里山交流館、山崎校舎、名刺受
注生産、リサイクルペーパー作成、リサイクルバッグ、リサイクル封筒作成等）
→外部での仕事を請け負い、緊張感を持って作業を行う中で、生徒一人一人に責任感が芽生えた。評価や感
謝の声をいただき、仕事への意欲、取り組み方の面で向上が見られた。（やりがい、達成感、成就感）
・お客様のニーズに応えた新製品、新商品の開発を行うことができた。
→マチつきリサイクルバッグ（リサイクル班）、箸袋（紙工班）など、お客様に手に取ってもらえる製品を
作ることで、生徒が社会の中で人の役に立っているという意識をもつことができた。（勤労意欲の向上）
・製品の完成度、品質の向上のための治具の改善、環境整備、ライン化等
→生徒が自分で準備をし、自分で作業を行い、片付けまで行えるようになる治具の作成、言葉掛けの工夫
話し合いを自分たちで行う活動設定など行うことができた。（主体性の向上、自分でできたという達成感）
・企業の方のアドバイスをいただくことで教員は在学中生徒に付けてほしい力を具体的に知ることができた。
生徒はプロの方のアドバイスを直接いただくことができた。（働くことへの意識の向上）
・１年生の作業を「サービス」「農芸」「リサイクル」に再編した。作業を別日に設定し作業場所は２・３年と
同じ場所を用いて基礎を養う。
→１年生から２・３年生への系統性のある教育課程が実現できた。１月に自分が属していない作業班の体験
も行うことで２・３年の作業へのイメージをもつことができた。（より実態に即した教育課程の実現）
<課題>
・進路指導部とのより密な連携を行い、進路指導、職業、作業、現場実習等を関連付けて、生徒のキャリア発
達の向上を図る。
・今後導入される外部専門家を生徒のキャリア発達にいかに活用するかを検討していく。
・中学部で作業班が設けられたので、中高との系統性ある学習計画を検討していく。
・今まで以上に生徒が主体的に活動していけるような設定、支援を工夫していく。治具等は十分に整備されつ
つある。できるようになった生徒に対して治具を外していく、支援をフェードアウトする工夫、製品の品質
を向上するための治具の工夫、工程表や完品見本の作成、検品のシステム作りの整備。
・地域とのつながりを更に深めていく。→外部受注の開拓、校内の受注の開拓

・コミュニケーションの向上。 各自の工程を指示通りに行うことは身に付きつつある。各工程間のやりとり、
作業班全体で取り組んでいるという姿勢、仕事を円滑に進めるためのコミュニケーション、話し合いの機会
をもつこと、そのための支援等について意識して取り組み、生徒の卒業後の力となるよう取り組んでいく。
・刺激を極力減らした環境設定、空間、時間、発言内容、活動内容等の構造化、合理的な作業環境やライン作
り等につい福祉施設からのアドバイスをいただき、作業学習や教室の環境設定に活かしていく。
・今後の学校増改築に向けて、作業班の編成から見直していく。
→工事期間は野外の畑や作業棟その他特別教室の利用が制限される可能性があるため。
・卒業後社会人として生活を送っていくことを見据え、現在の作業の中で生徒が自己肯定感を養いながら
働く力を身に付けていくにはどうしたらよいかを考えていく。
・合理的配慮について。→障害者権利条約の批准に伴い、平成２８年４月に障害者差別解消法が施行され、企
業等において障害者に対する合理的配慮の提供義務が生じる。このことから、私たちが学校に見学に来ら
れる企業の方に対し、「この生徒さんに対しては、～のような配慮を行うと、集中して～の仕事に取り組
むことができます。」というように、説明を行うことがこれから求められてくる。
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＜岩撫光夫＞

Ｂ部門 公開研究協議会まとめ
１ 部門別研究協議会
（１）小・中学部研究協議会 「キャリア発達を促す国語の授業作り」
講評：東京学芸大学教授 小笠原恵教授
本協議会では、小・中学部の研究発表の後、授業者による解説を交えて小・中学部それぞれの国語・算数（数学）
の代表授業のビデオを参加者全員で視聴し、それらの授業及び研究全体について小笠原教授からご講評をいただいた。
以下、①小学部代表授業の概要・ご講評、②中学部代表授業の概要・ご講評、③研究全体へのご講評の順に報告する。
① 小学部代表授業「伝言ゲーム」の概要（工夫した点）→ ご講評
ワークシート（５Ｗ１Ｈで伝える内容を児童が記入）を使用して、児童同士で日記の報告・書きとりの伝え合いを
行った。聞き取れなかった場合は、
「意思表示カード」を利用して、
「もう一度教えてください」と伝えるように
促した。
→・キャリアの４つの領域及び授業改善の４つの視点（今年度の研究～Ｂ部門中学部の頁を参照）が網羅できていた。
・衝動性の高い児童に「プリント配り」という役割を設定したことで、児童の行動に変容が見られた。
・報告を書きとる上で無理がない文章の長さを設定できると良かった。
② 中学部の代表授業「色の学習」の概要（工夫した点）→ ご講評
「なぞなぞ（出題者と解答者の役割を設定し、児童同士で色に関するなぞなぞを出し合う）
」
「色の漢字プリント（実
態に応じて漢字の難易度を調節）
」
「言葉集めゲーム（児童同士のペアになり、プリントで書いた色の物を交互に書
き出す）
」
「まとめ（自己評価シートを記入後、教師に報告・確認）
」の４つの活動を通して色の漢字の学習を進め
た。
→・生徒主体で授業をつくっていくということができていた。
・多重多様な評価ができていた。
・
「なぞなぞ」では、特定の正解がない（不正解になることが概ね無い）問題とすることで、生徒が安心して授業
に参加できる一方、
「できた」という実感を児童が抱くためには、明確な正解／不正解がある授業でも良い。
③ 小・中学部の研究全体について
「キャリア発達の４領域をどのように授業に盛り込んでいくか」
「一般的な子どもの発達プロセスに則するのでは
なく、一人一人の子どもの将来を思い描きながら、どのように指導を進めていくのか」ということを考える上で、
本研究で作成・使用したキャリア発達に関するシートが役立っていた。
また、参加者からは「いかにして教師の専門性の向上を図っていくか」
「研究成果をどのように教育課程へ反映
させていくか」
「集団学習と個別学習をいかに配分するか」等に関する質疑があった。本協議会で共有できた課題
を、今後の更なるキャリア教育の推進につなげていきたい。
＜齋藤央＞

（２）高等部分科会 「キャリア発達を促す作業学習の授業づくり」
講師：十文字学園女子大学 岩井雄一教授
部門別協議会では、まず研究部が「３年間の研究のまとめ」「平成２７年度の研究について」の報告を行った。
「社会的ニーズに応じた新作業班の設置」「特別教室の確保及び作業環境の改善」「生徒が自立して取り組むための
治具や工程表の作成」「生徒の働くことへの意欲向上」などこれまでの取り組みの成果が示された。全１１作業班で
の授業改善を示した「改善シート」を作成し配布するに当たり、６作業班のリーダーより、作業学習に取り組む中で
普段課題として感じていることについて報告があった。「生徒の安全意識の向上について」や「個別対応が必要な生
徒の作業参加について」の課題が挙がった。続いて、講師の岩井先生より指導助言をいただいて授業改善を行ったリ
サイクル班の研究報告があった。生徒が作業に自立して取り組むことができるようになったことが成果として挙がり
、課題として工程間のコミュニケーションの拡大が挙げられた。岩井先生の講演会では、学習指導要領の改定や障害
者差別解消法の批准にともなう合理的配慮の観点等について触れながら、私たち教員が生徒のキャリア発達の為に作
っていくべき作業学習のかたちについて示された。とりわけ、「生徒が『わかって』作業に取り組めるための工夫や
支援」「作業学習を通して自尊心や自己肯定感を育むこと」については、現在向かい合っている生徒に向けてB部門
高等部教員が今まさに意識して取り組むべき課題であると考える。
＜吉田輝世＞
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訪問学級の研究
１

訪問学級の概要

（１） 在宅訪問学級
①学級目標
ア 小学部
・発達の基盤となる健康な心と身体を育てる。
・いろいろな学習経験を通して、豊かな知識や感性、興味・関心を育てる。
・人との関わりの中で、自分の気持ちを伝えようとする意欲を育て、コミュニケーションの力を高める。
・スクーリング等による集団学習の機会をつくり、友達との活動を楽しめるようにする。
イ 中学部
・体調面に配慮しながら安定したスクーリングと訪問学習に取り組み、経験を重ねることで学習に対する意欲、
関心の幅を広げる。
・多くの人との関わりの中で自分の気持ちを相手に伝え、共感する力を育てる。
ウ 高等部
・体調に留意し、心身ともに安定した生活を送る。
・学習への期待感をもち、活動に見通しをもちながら主体的に活動する。
・人との関わりの中で、自分の気持ちや要求をより豊かに確実に伝えられるようになる。
・現場実習や施設見学を通して、卒業後の進路を具体的に考え、見通しをもつ。

②在籍人数
小学部３年 1 名、５年１名、中学部２年１名、高等部１年１名、２年１名

３年１名（１２月１日現在）

③週時程・学習内容
ア 週時程
週３回(１回２時間)を原則とする。児童・生徒の実態や家庭の都合により授業回数等を調整する場合もある。
イ 児童・生徒の実態
現在は、自立活動を主とする教育課程に属する児童・生徒、準ずる教育課程に属する生徒がそれぞれ在籍し
ている。医療的ケアが必要な児童・生徒が過半数を占めている。
ウ 学習内容
・準ずる教育課程の生徒は、各教科、総合的な学習の時間、特別活動、自立活動などを、個々の教育的ニーズ
に合わせた個別指導計画を作成して指導を行っている。教科免許を保有する教師が基本的には指導にあたるこ
とができるよう指導体制を組んでいる。知的障害特別支援学校の教育内容の一部を代替する教育課程（以下、
知的代替の教育課程と記す）、自立活動を主とする教育課程の児童・生徒については、国語・算数（数学）、
図工（美術）、音楽、生活単元学習や自立活動などを中心に、個別の指導計画に基づき指導を行っている。
・進級や進学（卒業･入学）などに向けた進路指導、スクーリングを通して登校手段や外での過ごし方の検討な
ど、地域での生活のあり方を検討し、社会との関わりをもてるように指導する。
・自立活動部や保健室と連携し、児童･生徒の健康・身体の指導にあたる。

④教育課程の成果と課題
・各学部、保健室、自立活動部との連携
児童・生徒の課題や家庭の状況に応じながら、各学部等の教職員に協力を得て、該当学部・学年教員・保健
室スタッフ・自立活動部教員とのペア訪問を実施することができ、それぞれの内容に沿った指導が充実した。
またスクーリングでは、個の力を集団で発揮する機会を設けることができた児童・生徒が多く、視線入力装置
の利用も今年度より開始できた。中学部・高等部の準ずる教育課程について、各教科免許を保有する教員が指
導できるように学部と連携をとった。
・様々な職種と連携した家族支援の実施
要支援家庭について、病院のソーシャルワーカー、市役所のケースワーカーと連絡を密にし、経過を見守っ
たり支援会議の開催等を行ったりして連携をとった。包括的な支援を行い転校した次の学校に引き継いだ。
・中学部・高等部の準ずる教育課程への対応
中学部は学部の規模が小さく、教科に偏りができ課題となっている。高等部では、準ずる教育課程の対応を
行った。来年度に向けて、教育委員会や管理職の指導のもと家庭のニーズを丁寧に聞き取りながら、通学籍の
生徒の新教育課程の類型をもとにした新しい教育課程を作成している。
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・外部専門家等との連携
昨年度に引き続き外部専門家（視能訓練士）のアドバイスを得て指導を行った。今年度もビデオ等を使って
外部専門家の援助を受けることができ、指導が充実した。摂食指導・口腔ケアの指導では、訪問用 iPad を使
用して Facetime によって、保護者が歯科医の指導を受けることができた。保護者・生徒が在宅のまま、歯科
医が生徒のライブ映像を見ながら保護者に指導することができ大変有効であった。

（２）南多摩整形外科病院内訪問学級（てんとう虫学級）
①学級目標
ア 小学部
・教科学習や個々の課題学習を通し、基礎学力や課題に積極的に取り組む力を育てる。
・児童同士の関わりを保障し、入院生活を充実した豊かな成長の場にする。
イ 中学部
・各教科・領域の学習を通し、基礎学力や課題に積極的に取り組む力を育てる。
・生徒同士の関わりを大切にし、友だちを思いやったり尊重したりする力を育てる。
ウ 高等部
・教科学習を通して、基礎学力の習得を図る。
・課題別学習を通して、実態に応じて、活動に取り組む意欲を身につける。
・生徒同士の交流を図り、集団生活に必要な社会性を身につけ、入院生活を充実させる。

②在籍人数（１２月１日現在）
４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

小学部

３

３

２

３

２

２

３

２

１

中学部

２

３

４

４

４

３

４

３

３

高等部

１

１

１

１

１

１

１

０

０

③週時程・学習内容
ア 週時程
週３回（１回１００～１２０分）
イ 児童・生徒の実態
全国各地の小中学校及び特別支援学校から入級している。期間はおおよそ１～３ヶ月程度であるが、長期に
わたる場合もある。教育課程は、自立活動を主とする課程の児童・生徒から、準ずる課程の児童・生徒までそ
れぞれに対応している。学年、実態ともに非常に幅広い。
ウ 学習内容
各学部の教育課程に基づき、指導を行っている。授業時数が少ないため、小学部は国語・算数、中学部・高
等部については、国語・数学・英語を中心に行っているが、個々に応じてそれら以外の教科等の学習を行う場
合もある。

④教育課程の成果と課題
在籍期間が短い児童・生徒が多く、重点的に取り扱う単元や事項、コミュニケーションの取り方や配慮事項
など、前籍校との引き継ぎを密にして指導にあたった。後述するように、前在籍校との引き継ぎについては課
題となる面があったので、今年度はそこに焦点を当てて研究を進めた。
一方、学年相当の教科学習を行っている児童・生徒は、国語・算数（数学）・英語（中・高のみ）を中心に行
っており、他の教科はほとんど行うことができていない。また、上記主要教科の単元目標を達成するにも授業
時間不足である。各教科とも単元目標と配当時数を検討し、授業回数に応じて内容を精選して授業を行ってい
る。その一方、今年度は例年より在籍児童・生徒数が少ない傾向が年間を通して続いていた。よって、指導時
間不足解消の一つの手段として、９月より試行的に病院訪問在籍の児童・生徒全員の週４回（週８時間）の授
業設定を行った。病院の理解と協力があり、支障なく実施できた。児童・生徒及び保護者から好評であったが、
何より少しでも指導の内容の充実が図られたことは成果と言える。また、今年度は、中学部で教科指導に対し
て、担当の年間講師を配置することができたため、教科指導の充実がみられた。その他、学習発表会について
はねらいを再確認した結果、これまで年２回実施しきた内容を変更して月１回実施する試行を行うことを計画
している。
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（３）研究方法
①対外的な共通理解を図るためツール作り（児童・生徒の全体像をつかむ）
・前籍校との電話連絡時等に使用する共通のチェック表を作成する。
・今年度の児童・生徒で試用し評価改善して、今後数年を見通して使用できるチェック表を作成する
・チェック表は、「教育課程ごとに３通り」、あるいは「準ずる教育課程～知的代替／知的代替～自立活動
の教育課程の２通り」等を含めて検討する。
②各教科の学習の状況を把握するためのツール作り
・小学部・中学部を対象にして、算数（数学）・国語について評価表を作成する。
・対象ケースを決めて研究授業を行い、教員間の共通理解に基づく指導に対する評価表の有用性等を検証す
る。
③実践や研究協議の内容を報告としてまとめる。
（４）研究の年間計画
日付

曜日

会議の扱い

内容等

4 月 22 日

水

全訪担会

全校研究テーマ、A 部門研究テーマの検討、訪問研のテーマ検討

5 月 20 日

水

学部研

訪問研究テーマ、年間計画等の検討・決定

6 月 17 日

水

学部研

ケース生徒の理解（この日以降実際に使用する）

7 月 15 日

水

学部研

国語・数学の授業の方向性についての検討・チェックシートの検討・改善

8 月 31 日

月

学部研

中間報告会（各学部に参加、もしくは新しいチェックシートの検討）

9 月 16 日

水

学部研

研究授業指導案検討、ケース生徒以外の児童生徒への検討

10 月 14 日

水

学部研

研究授業に関する研究協議、チェックシートの確認、まちだの実践執筆分担

11 月 19 日

水

全訪担会

チェックシートの最終的な改善結果の確認、まちだの実践原稿検討 1

12 月 16 日

水

全訪担会

公開研の発表方法の確認、係り分担決定、まちだの実践原稿検討 2

1月7日

水

全校研

（プレ公開研）A 部門全体で指定授業の報告・協議等（訪問はなし）

1 月 20 日

水

学部研

公開研準備(掲示物、配布物等、係ごとの作業の確認)

2月9日

火

<会議設定なし>

公開研・前日準備

2 月 10 日

水

全校研

公開研究会<当日>

公開研究会後

水

全訪担会

訪問研究の反省とまとめ、来年度に向けて

（５）実践と研究協議
①研究テーマ決定のための検討
前籍校との共通理解のためのチェックシートづくりについては、一定の書式を使うことで漏れなく情報を得る
ことができる上に、経験の浅い教員の OJT にもなり記録や引き継ぎ資料としても役に立つという意見で一致し、
すぐに作成する方向性が決まった。
一方、各教科の学習の状況を把握するための評価表については、テーマ決定に至るまでの話し合いの中で、サ
ンプルとして表１（次ページ）のような「学年ごとに達成度や理解度を把握するための表（案）」を研究部か
ら提案した。学習の状況についての評価表の具体的な例を基に話し合いをすすめることで、前述のような「今
年度の研究の方向性」について全員で検討し、作成して検証する方向で研究テーマを確定した。この表につい
ては、具体的には以下のような意見が出された。
「幅広い実態なので表の作成が大変だが、やってみると面白いかもしれない」「どこまでやったのか把握する
ことは必要だが、準ずる教育課程の児童なら前籍校から年間指導計画をもらえばわかるのではないか」「算数
は指導上のニーズが高く作りやすいが、国語は難しいのではないか」「『できる』『理解している』などの言
葉の解釈や使い方に個人差があり、評価項目一つ一つを作ることが難しいのではないか」「電話では、このよ
うに細かくは聞き取れない」「項目数を減らして、教科書の目次程度にして、もっと簡単な表にして全体を見
渡せるようにするとよいのではないか」「小学校１年生の前後で準ずる教育課程が適しているかが判断できる
基準表もあるとよい。小学校１年から６年までが見渡せるような表であると、到達度の凸凹がわかるのではな
いか」「来年度以降にこのような細かい各教科の評価表を使い続けることは難しいかもしれないが、今年度の
研究として各教科の評価表を作成して、１ケースの授業で検討してみるのはよいのではないか」
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表１＜小学校４年生前期算数評価表（一部）＞
平成２７年度 訪問研究 準ずる教育課程 児童・生徒 算数引き継ぎ評価表 ４年 （試案）
＜記入方法 ◎、○、△ の３段階で記入する。 ◎十分達成、
○不十分だができる。だいたい理解している。△取り組んだが、難しい。正しく理解していない。＞
４年上

技能

①小数の表し方

②小数のしくみ

③小数のたし算・ひき算

はしたや等分した大きさを，手際よく

小数を数直線に表したり，10 倍した数，10 でわ

小数の加減の筆算を手際よく計算で

小数で確実に表すことができる。

った数を手際よく求めたりすることができる。

きる。

小数が整数と同じ十進数の構造になっているこ

小数の加減計算の仕方を整数の場

とがよく分かっている。

合と関連づけて理解し，説明できる。

技能評価
小数点の範囲を小数第３位まで広げ

知識・理解

て，小数の意味や表し方を確実に理
解している。

理解評価
（※この表は、提案した表のごく一部に過ぎず小学校４年生前期だけで A３版１枚程度の大きさになる。）
②「前籍校担任との電話聞き取りの記録表」の提案について
「前籍校担任との電話聞き取りの記録表」は、各学部で検討した後、お互いの学部の意見を参考にしながら作
成したものを提案した。これらの表は、今年度実際に使用しながら、検討して修正を加えていくこととした。
また、使用にあたっては、電話で聞き取りながらの記入となるので、標記された項目の言葉を参考にしながら
内容に漏れがないことに注意し、丁寧にきれいに書くのではなくメモ用紙的に枠にとらわれずに使用すること
で、型に囚われずに大事な情報を確実に記録することを重視して使用することを確認した。
③「各教科の学習の状況を把握するための評価表」の作成
小学部・中学部の算数（数学）と国語について作成することとした。それまでの話し合いから、小学部国語は
２学年ごとに A４版１枚にまとめてこととした。評価項目は、「①話すこと・聞くこと②書くこと③読むこと」
の３つに絞り、小学１年から中学３年まで簡潔な小項目をたて、系統的に比較して評価できるようにしてある。
同様に、算数（数学）は、教科書の項目程度の項目に絞って学年ごとに A４版１枚にまとめた。それぞれ、メモ
欄を大きくとり、具体的な様子や判断のポイントとなるような実態を記入することにした。（表２、表３）
④「前籍校担任との電話聞き取りの記録表」の使用と修正について
「前籍校担任との電話での聞き取りの記録」については全教育課程を対象としているため、6 月より病院内訪
問学級に入級してきた全児童・生徒の引継ぎに関して使用した。研究会においてＫＪ法を用いて意見を出し合
い、修正を行った結果は以下の通りである。
「前籍校から引き継ぐ必要のある事柄が網羅されており、用紙を見ながら聞き取りをするので、電話での聞き
取りで聞き漏らしを未然に防ぐことができる」「次に聞くことを、頭の中で整理しながら話すことができて効
率がよい」「若手や訪問学級担任の経験が浅い教員からは共通の形式で初めてでも必要なことを漏れなく聞き
取ることができてよい」「大まかな項目の欄に細かい選択肢(テキパキ、慎重など)もあるので具体的な実態を聞
き出しやすかった」
研究テーマの設定理由でも述べたが、本学級は 1～3 か月の在籍期間児童・生徒が多く、その延べ人数は年間
多いときには 50 名以上となる。そのため、訪問学級担当者同士で顔を合わせて話す時間を取ることが難しい。
そのことから、「共通の項目で記録として残すことができることで、情報の共有がスムーズとなる」「転出入
の多いあわただしい時期でもスムーズに実態把握ができ、学習計画が立てられる」「年度内、または年度をま
たいで入級してくる児童・生徒の引継ぎ資料として残すことができる」との意見もあった。
保管は鍵をかけることのできる金庫（Ｓ２ファイル内）とし、転出入者総数が多いことから電子データでの保
存はしないこととした。また、中学部・高等部の準ずる教育課程については、英語に関する項目もあった方が
よいという意見があり、改善した。用紙の形式や大きさに関しては、「コンパクト（Ａ４）な方が見やすい」
「聞き取りの時にはいろいろなことに話が広がりやすく、項目ごとに順を追って記入するのは困難な場合も多
い」との意見も多く挙げられた。これらを踏まえて、「前籍校担任との電話聞き取りの記録」については、聞
き取り項目の一覧表という形を取り記録は別紙とするか、当初提案した記録表の形にするかについて再検討を
行った。
検討の話し合いの中で、これまで転学相談時に保護者から聞き取った内容は記録して保管していたが、前籍校
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担任から電話で聞き取った内容については、記録を誰でもすぐに閲覧できるようにしていなかったということ
がわかった。病院内訪問学級では、教員同士が顔を合わせて話す時間をとることが難しい上に、一人の児童・
生徒に対して講師も含めた複数の教員が指導に関わる。その中で実態や課題を把握・共有してよりよい指導を
行うために、「保護者や前籍校担任から得た情報を一元化し、共有できることが重要である」「メモ欄のある
記録表の様式だと、経験の少ない教員でも記入がしやすい」「前籍校担任から聞き取った内容を黒色で記入し、
それにつけ加える形で転入相談の時に聞き取った内容を赤で記入することで、情報が一か所にまとまり、引継
ぎ資料として見やすくなる」との意見が出された。これら理由から「前籍校担任との電話聞き取りの記録」に
ついては記録用紙の形を取ることとした。(表４)
⑤「各教科の学習の状況を把握するための評価表」を用いた授業づくり
「各教科の学習の状況を把握するための評価表」については、事例を挙げ、ケース検討し授業研究を行った。
対象としたのは中学部２年生の生徒である。インターナショナルスクールに通っており、市立中学校に籍はあ
るものの、小学校 1 年生から現在に至るまで登校の実績は 1 度もない。インターナショナルスクールでは、言
語の獲得及び英語でのコミュニケーション、文の読解に学習の重点を置いており、いわゆる日本の「教科学習」
は小学校段階から、系統的に受けていないのが現状であった。「各教科の学習の状況を把握するための評価表」
を基に本生徒の出来ることを、前籍校担任や昨年度本生徒が転入した際の担当者（昨年度約半年間、本校病院
内訪問学級に在籍）から聞き取った。また、同表を活用して生徒本人から聞き取りも行った。国語については、
表の使用は難しく、実際に本人と話したり授業をしたりする中で実態を把握して教材を選んだ。数学について
は、前籍校の担任、前回入院時の教科担任、本人からの聞き取り等で表を使用した。未学習の部分や、単元の
基礎力がついているかということが明確になり、補う形で下学年（中２だが小２の内容）から学習に取り組む
ことができた。
（６）今年度の研究全体に対する考察と今後の課題
今年度の研究テーマは「病院訪問の指導における共通理解の方法について」であった。一つは、対外的な共通
理解を図るためツールとして「前籍校担任との電話聞き取りの記録の表」を作成した。児童・生徒の全体像を
つかむことができ、実態把握や共通理解するための共通のフォームがあることの有意性を全体で確認し、来年
度以降も使用していくこととした。
二つ目は、各教科の学習の状況を把握するためのツールとして、「各教科の学習の状況を把握するための評価
表」を作成した。（６）⑤で述べた事例研究の他にも、「各教科の学習の状況を把握するための評価表」の使
用対象となる病院内訪問学級児童・生徒が数名おり、使用した。その結果国語では評価項目が細かく、短期間
で転出入する児童・生徒への使用は現実的ではないとの意見が多かった。また、算数・数学についてはつまず
き箇所や不得意が見えやすいことはよいが、国語と同じく使用は現実的ではないとの意見が多かった。その理
由はたとえつまずきがわかったとしても準ずる教育課程の場合、その多くが短い在籍期間の中で苦手を克服す
るよりも、前籍校へのスムーズに復帰できるよう「つなぎ」としての学習（前籍校と同じ単元まで学習を終え
る）を希望することが圧倒的に多いことによると考えられる。一方国語、算数ともに表として学習が整理され
ているものがあるということは学習の計画を立てる上でも有意義であるとの意見が挙げられた。討議の結果、
今後はデータとして保管するとともに、必要に応じて使用できるように紙資料として「前籍校担任との電話聞
き取りの記録」の表とともに準備することとした。
どちらの表も若手や訪問学級担任の経験の浅い若手教員からは、児童・生徒の実態把握の方法や考え方につい
て知ることができ、表にある実態の選択肢や学習項目を見て現段階の発達の状況や次に行うとよい学習につい
ての手がかりを得ることができたという意見が挙げられた。本研究が結果としてＯＪＴとなった側面もあった。
在籍期間の短い児童・生徒が多い中、前籍校からどの程度細かく情報を聞き取ることが可能か、または必要と
考えるかは個々のケースや担当者の考え方に大きく左右されるところが大きいが、本研究で表を作成すること
に当たって、教員ごとの違いもお互いに知ることができたことは有意義であった。今後、発達や学習の段階を
わかりやすい一覧等にまとめることができると、系統的な学習を計画しやすくなり、チームティーチングを行
うことがなかなか難しい病院内訪問学級の授業づくりにとってよいのではないかと考えている。
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「各教科の学習の状況を把握するための評価表」
表２

表３

（※表２、表３は、小学部１年生の例である。全学年について、このような表を作成した。）
前籍校担任との電話聞き取りの記録表
表４（知的代替教育課程の例）
(※教育課程ごとに３種類作成した。)

＜荒川徹・木下美夏・島本恭子・菅原彩・芹川祐理子・原優里乃・伏見祐希・山端真奈美＞
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自立活動部の研究
１

学部概要

本校は、自立活動の専任部署として自立活動部に教員を配置し、Ａ部門（肢体不自由教育部門）について、
「特
設自立活動」の時間を設定して、担任と共に児童・生徒の実態、指導のねらいや方法について共通理解を深めな
がら、授業を進めている(共同授業)。授業内容としては、主に障害の特性とその状態に応じたからだへの取り組
みを中心とした授業（からだの取り組み）と、コミュニケーション支援に関する内容となっている。特設自立活
動担当専任教員は４名で、内１名はコミュニケーション支援の担当となり、３名がからだの取り組みを担当して
いる。また、自立活動指導員として、理学療法士２名、作業療法士１名、言語聴覚士２名、視機能訓練士 1 名が
それぞれ合計年間１１４０時間配置されている。

（１）学部の指導目標
「それぞれの障害の状態や発達段階等に応じて、主体的に自己の能力を可能な限り発揮し、日常生活に生かし、
より良く生きていく力を育てる。」

（２）週時程
＜からだの取り組み時間割＞
月

火

水

木

金

１

小１・３

小４・５・６

高Ⅱ

小２

２

高Ⅲ

中①

高Ⅰ

中②

３

高Ⅳ

中②

高Ⅳ

中①

４

相談

相談

５

高Ⅰ

小２

高Ⅲ

高Ⅱ

高Ⅴ

小１・３

小４・５・６

高Ⅴ

日常生活の指導

日常生活の指導

日常生活の指導

日常生活の指導

水

木

金

整形診察
補装具作製

補装具作製
６
７

日常生活の指導

＜コミュニケーション時間割＞
月
１
２

火

個別指導 （Ａ高） グループ
小１
アセスメント

個別指導 （Ａ高） グループ

授業

個別指導 （Ａ小）

個別指導 （Ａ小） グループ

授業

個別指導 （Ａ中） 個別指導 （Ａ小）

個別指導 （Ａ中） グループ

授業

個別指導 （Ａ中） グループ

３

グループ

４

個別指導 （Ａ高） 個別指導 （Ａ高）

５

個別指導 （Ａ高） 個別指導 （Ａ高） 個別指導 （Ａ小） グループ

授業

個別指導 （Ａ高）

６

グループ

授業

グループ

７

授業

授業

授業

日常生活の指導

グループ

授業

日常生活の指導

相談

グループ

相談

授業

日常生活の指導
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授業

グループ

日常生活の指導

授業

日常生活の指導

（３）教育課程上の課題
自立活動部は、担任や保護者と連携を図りながら、共同授業の方針の基、児童・生徒が日常生活でよりよく
生きていく力を育てていくよう指導を進めている。このような指導を継続していくため、来年度実施予定の学
校介護職員導入に対し、特設自立活動の指導に関する体制や自立活動部として取り組むべき内容の検討を今年
度の課題としている。

２

研究テーマ

「介護の専門家導入にあたり必要な研修内容の検討」

３

研究テーマ設定の理由

学校介護職員が導入されるにあたり、様々な研修を実施していく必要がある。研修にあたっては、自立活動
部が中心となり、児童・生徒の障害や発達に視点をあてた介護の方法を学校介護職員に伝えることになる。研
修の内容や方法を吟味し、より充実した研修体制がとれるよう、自立活動部内で研修内容をまとめることを、
今年度の研究テーマとする。

４

検討方法
必要と思われる研修内容を挙げ、内容の検討をすすめる。また、研修に必要な資料の作成に取り組み、自立
活動部内で確認する。

５

研究活動年間日程

４ 月２１日
５ 月２０日
６ 月１７日
７ 月１５日
８ 月３１日
９ 月１６日
１０月１４日
１１月１９日
１２月１５日
１ 月 ７日
１ 月２０日
２ 月１０日

研究テーマ、研究の流れ確認
研究内容の検討
研究内容の分担決定
研修資料作成
中間報告会（各学部へ参加）
作成資料確認①藤本
作成資料確認②芋川
作成資料確認③金子
作成資料確認④今出
プレ公開研（まちだの実践読み合わせ）
今年度の反省来年度の研究活動について
公開研究協議会
＜金子啓子＞

６

研究内容報告

（１） 研修内容
必要と思われる研修内容を検討し、
「介助の基本と実際」
「補装具について」
「摂食指導」
「ポジショニング」
「障
害のみかた」の５項目に絞った。そして、この５項目の研修内容について、具体的に写真などを用いて資料を
作成した。
（２）において研修資料の一部を抜粋または要約して記載する。

（２） 研修内容抜粋
① 介助の基本と実際（抜粋：児童・生徒を介助する時に大切なこと）
ア

児童・生徒の気持ちになって対応する
児童・生徒は、言語でのコミュニケーションが難しいことも多いが、どの児童・生徒も表情や体の動き
で気持ちを表してくれる。その気持ちを感じ、読み取りながら、介助を行っていくことが大切である。一
方的な「介助する人」「介助される人」の関係にならないよう、何を、どの程度してほしいか、介助者の
五感を使って感じ取りながら、介助の方法や程度を考えていく。
イ 児童・生徒を尊重すること
障害はあっても、児童・生徒は学齢期にあり、その生活年齢なりに尊重されることが、子どもの自尊心
を高めることにもなる。当然ながら、児童・生徒が臥位になっている上をまたぐようなことは絶対にしな
い。また、小学部であっても出来れば同性介助が望ましいし、呼名や話しかけにおいても年齢に応じた言
葉遣いをする。
ウ 言葉かけを大切にする
言葉かけにより、児童・生徒はこれから行おうとすることを知り、心の準備もできる。必ず、体に触る
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エ

オ

前に、言葉かけを行うようにする。
発達を踏まえ、本人の力を最大限に引き出していく
赤ちゃんに接すると、「発達」を自ら欲する要求－もっと高いところに手を伸ばしたい、もっと遠くに
行きたい－を強く感じる。同様に、児童・生徒も発達段階の途上にあり、
「出来ることは自分でしたい」
「出
来ないことも頑張りたい」という気持ちを大切にしながら、介助者が初めから終わりまで介助してしまわ
ないようにする。本人が自分で出来るところは本人が行い、出来ないところは出来るよう最小限の支援を
するようにしながら、発達への視点を忘れずに介助を行う。児童・生徒の動きはゆっくりであり、動き始
めるまでに時間がかかることもある。
「待つ」ことも、大事な支援になることを忘れない。
児童・生徒の障害を知り、よりよい介助を考える
児童・生徒の障害は種類も程度も様々であり、どのような介助がよいかは個々により異なる。子どもの
身体を知った上で（たとえば、身体の緊張状態、関節がどの程度動くかなど）介助することで、よりよい
介助につながる。

② 補装具について（要約）
この項目では、
（１）車いすについて（２）装具について（下肢装具と体幹装具）に分け資料を作成した。
（１）車いすの項では①名称と構造②車いすの種類③座位保持部分の機能の種類④車いすの基本的な使い方
（拡げ方やたたみ方、基本的な操作方法）を図入りで説明した。
（２）装具の項では、下肢装具の名称と特徴、
下肢装具の部分の名称、下肢装具の装着方法、体幹装具の紹介について、写真を用いて説明した。下記に、
（２）
装具の項の下肢装具の名称と特徴、下肢装具の装着方法について、抜粋する。
＜芋川恵美子＞
〈下肢装具の名称と特徴〉
名称
長下肢装具
金属支柱付き
プラスチック
靴型装具（整形靴）
短下肢装具
短下肢装具(シューホン)
略称
ＬＬＢ
ＳＬＢ
ＳＨＢ

特徴

膝が固定させることで 強度も強く、通気性も
立 位 が 取 り や す く な よい。ＬＬＢに比べ歩
る。重く、歩行しづら 行に実用的。ＳＨＢに
い。
比べ、重い。
〈下肢装具の装着方法〉
① と足首を曲げて、踵を ② ベ ロ が よ れ な い よ う
し っ か り と 奥 に 入 れ に、内側に入れる。
る。
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軽く、外観もよい。
ＳＬＢに比べ、矯正力は
弱い。

短下肢装具と比べると
動きやすい半面、下肢
の支えとしては弱い。

③ 内側にベルトがある場合は、そのベルトを一
番最初にとめる。外側のベルトは、足首に一
番近いベルトをとめてから、足のベルト、下
腿のベルトの順にとめる。

③ 摂食指導（抜粋：本校の形態食とその時期の特徴）
初期食は口に入ったらそのまま飲み込め、粒がなく滑らかで均一な形状で、
プレーンヨーグルトやハチミツくらいのかたさ。この時期は舌を前後にし
か動かせないので口に入った物を送り込むことしかできない。口を閉じて
ゴクンとしっかり飲み込めるようになることがこの時期の目標となる。ス
プーンのボール部はできるだけ平らで小さいものを使用し、口をしっかり
閉じて食べ物を取り込むことができるようにする。『食べることの楽しさ』
『食事への意欲』を育てる時期でもあるので、楽しい雰囲気の中でリラッ
クスして食事ができるようにする。

中期食は粒がなく指で簡単につぶせるくらいの形状で、かたさの目安は
マッシュポテト、プリン、絹ごし豆腐などである。この時期は、食物を舌
と上顎で押しつぶすことができるようになる。しかし食物を唾液と混ぜ合
わせてドロドロにすることはまだ難しい。野菜など刻んだだけのものは口
の中でバラバラになって飲み込みにくいものになる。上手に飲み込むため
にはある程度のトロミも必要。また、この時期の子どもの口元をよく見て
みると、唇の両脇がキュッと左右対称に引かれる様子が観察できる。この
動きが口の中で食べ物を押しつぶしている動きの目安になる。

後期食は完熟バナナのように大人の指で少し力を入れるとつぶれる程度
のかたさ。この時期は歯茎で咀嚼することをおぼえる時期。よく噛んで食
べることを教えるためにはスルメや煎餅のようなかたいものを与えればい
いわけではなく、発達の状態に合わせたかたさのものを選ぶことが大切で
ある。発達の状態よりもかたいものは、上手く噛めずに丸飲みになり、誤
嚥や窒息の原因になる。パサパサしやすい魚や肉にはトロミのついたソー
スをかけると食べやすくなる。これまでの唇の両脇がキュッと左右対称に
引かれる様子とは違い、唇が左右非対称（どちらか一方）に引かれるよう
になる。そして、顎や舌も上下の動きの他に左右にも動くようになってく
る。
＜藤本彰子＞

④ ポジショニング（抜粋：ポジショニングのポイント）
ア

緊張が抜けるような位置に各関節があるか
各関節の緊張が抜けた状態で保持する。細かな関節の位置は、児童・生徒の骨格などによっても違って
くる。緊張が入っているかどうかは筋や関節に触れて固くないかでわかる。
（拘縮している場合以外。
）
良い例

悪い例

悪い
イ

ウ

呼吸が安定しているか
酸素飽和度、呼吸数を確認する。努力呼吸（肩呼吸、鼻翼呼吸など）になっていないか、気道が確保で
きているか（顎が上がりすぎたり、顎を引きすぎてガーガーという閉塞音がしていないか）様子をしっか
り観察する。
身体を「面」で支えることができているか
隙間を埋めるだけでなく、転がったり倒れたりしないよう楔を差し込むようにクッションやタオルを入
れる。下にタオルを敷いてからその下に丸めたタオルを差し込むと転がりにくい。
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タオルの下に小さい三角を差し込む
エ

オ

タオルの下に丸めたタオルをし
っかり入れ込む

床と接している面の圧に偏りはないか
床と身体の間に手を差し込み、圧が強くかかっているところがないか確認する。一か所に圧が集中し
ているとその部分が赤くなったり、痛くなったり、長期間続くと褥瘡になる危険がある。
ある程度の動きが許されているか
安定性を求めるあまり、自力では全く身体が動かせないほど固定するのもよくない。動いても同じ位
置に戻れたり、大きく崩れた時は姿勢を変えるなど、児童・生徒の動きにあったポジショニングを心掛
ける。

⑤ 障害のみかた（抜粋：二次障害について）
脳性まひの児童・生徒は、脳の障害によって姿勢や運動機能に何らかの障害が生じてしまう。例えば、
身体面では、筋肉のこわばりや硬さがある、筋肉の緊張が高いために動作がぎこちない、運動のコントロ
ールができない、姿勢保持や動きのための筋活動の調整がうまくできない等の主な特徴がみられる。そし
て、身体が成長するにつれて、それらの障害と関連して二次障害の課題が出てくる。それは、筋肉の緊張
が過度に高いことや繰り返し同じ動きをすることにより、筋肉がさらに硬くなり、各関節等の運動制限が
起こってしまう。さらに、股関節の亜脱臼・脱臼、体幹部の変形や側彎、側彎に伴う呼吸障害や胃食道逆
流症等も生じてくる。
そうならないためにも、日頃から筋肉へのストレッチやマッサージを行い、身体の柔軟性と可動性の確
保をしていく。身体の動きや姿勢を左右バランスよく調整をして、片方だけに偏ることなく対称的な姿勢
や運動の保持を心がけることが大切である。
＜主な二次障害に関する関連図＞
運動機能の低下

筋緊張の異常
運動制限
不随意運動

胃食道逆流症

各部の変形、拘縮
体幹部側彎

呼吸障害
股関節の亜脱臼・脱臼
＜今出博之＞

７

まとめと課題

今回の研究では、学校介護職員向けの研修内容の検討や資料作成を通して、改めて本校の児童・生徒がより良
い生活を送るために大切なことは何かを自立活動部内で共通理解することができた。また、実際に学校介護職員
が導入された際には、様々な課題も見つかるであろう。その際には、自立活動部も学部と連携を図りながら臨機
応変に対応していくつもりである。さして、今までも時代の変化や学校、児童･生徒の状況に応じて自立活動部の
在り方や指導体制を検討してきたように、今後の自立活動部の在り方や特設自立活動の位置づけ、指導体制等を
引き続きしっかりと検討していくことが重要であるだろう。
＜金子啓子＞
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