
 

  

Ⅰ 今年度の研究活動 

 
今年度の A部門の研究について 

小学部 

中学部 

高等部 

訪問の研究報告 

自立活動部の研究報告 

Ａ部門公開研のまとめ 

 

今年度の B部門の研究について 

小学部 

中学部 

高等部 

Ｂ部門公開研のまとめ 



各学部の研究概要について説明いたします。 
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全校の研究テーマは、児童・生徒の自ら学ぶ姿勢の育成を目指した授業作り～
活動分析を活かした指導と評価の研究を通して～ということで、 
平成28年度から始まった研究も今年度が3年目。最後のまとめの年度となりま
した。 
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おおまかな研究計画です。 
1年目は、「活動分析表の作成と活用、指導と評価の研究」ということで、まずは
活動分析表の作成の仕方、活動分析表を生かした評価の仕方はどういうものか
研究をしました。 
 

2年目は、「活動分析表を活用した自ら学ぶ姿勢を育成する授業改善の観点整理」
ということで、研究テーマである「自ら学ぶ姿勢を育成する」ためにどんな授業改善

を行えば 
よいのか、活動分析表の活用も含め、その観点を整理しました。 
 
そして、３年目の今年度は、「チームティーチングを活用した、自ら学ぶ姿勢を育
成する授業改善の在り方」ということで、「自ら学ぶ姿勢を育成する」ために、今

までの研究を、学部や教職員の集団で、チームでどう共有し、活用していくのかまとめ
の年度となります。 
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研究テーマの一部にもなっている、「活動分析」について、ご説明します。 

「活動分析」を簡単に説明すると、「学習活動に対し、細かく具体的な評価規準を設定
し、その評価規準に沿って児童生徒の学びや指導方法を分析し、改善する」ということ
になります。と、このように説明を聞いてもまだまだ分かりにくいかもしれません。 
 
少し具体的な話をします。例えば、 
「Aさんが歌を楽しむ。」「Bさんが〇〇を理解する。」「Cくんが、主体的に活動に参加す
る。」 という目標（評価規準）があったとします。 
この場合、Aさんにとって、どういうことが「楽しんだ」ことになるの？Bくんにとって、どう
いうことが「理解した」ことになるの？Cくんにとって、どういうことが「主体的に参加した
こと」なの？といったように、目標や評価規準が曖昧だと、 評価・改善がしづらいです。 
適切な目標、評価規準の設定のためには、「 楽しむ」の中身を、Aさんの内面の記述

を含めて、丁寧に「具体的に言語化する」必要性があります。また、評価規準が具体
的であれば、それを達成するための支援策（手だて）も明確になってきます。 

「活動分析」では、「より具体的な評価規準の設定」がまずは大切になります。「目標と
評価の一体化」という言葉は聞いたことがあるかもしれませんが、言い換えると、具体
的な目標の設定が大切になります。 
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活動分析表の例です。この表は、活動場面ごとに、学んでほしいこと、達成して欲しい
ことを具体的に書き出した表になります。 
 
この表を活用した研究の成果として分かってきたことは、 

学習場面で「何を学んでほしいのか」「身に付けてほしいのか」目標が明確になり、評
価もしやすくなったこと。 

また、目標が明確になることで、その目標を達成するにはどうすればよいのか、チー
ムでの具体策の検討もしやすくなること。 

さらには、単元を通じて記録をつけていくことで、児童生徒がどんなところが伸びてき
たのか、また、つまづいているのはどこになのかが明確になり、 
次の授業や次の単元へ生かすこともできることなどがあげられます。 
 

5 



もう一つ、活動分析表の例です。 

こちらは、ある一つの学習活動場面をきりとり、段階的に評価基準を設定した例となり
ます。 
 

①をベストパフォーマンスとし、それが難しかった場合はどうすればよいのかまとめた
ものが②です。②でも難しかった場合は③というように、 

スモールステップで段階的に評価基準と、そのための手立て、プロンプトをまとめた表
となります。 

児童生徒の評価が例えば②だったとき、では、どうすれば①を目指せるのか、チーム
で具体的に検討したり、共有したりしやすくもなります。 
 

学習指導要領の改訂にあたり、文科省から評価の仕方の一つとして「ルーブリック評
価」が挙げられていましたが、その「ルーブリック評価」のようなものとなります。 
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通常、授業改善はＰＤＣＡサイクルで行います。 
 

授業前の目標設定や環境設定の工夫 授業中の指導と評価、さらには授業後の分
析・検証と続きます。この一連の流れに活動分析表を活用します。 
 
PDCAの授業改善のサイクルに活動分析を基に作成した活動分析表を活用することで、

児童・生徒が主体的に学び、できること、分かることが増える授業となり、それが、児
童生徒が自ら学ぶ姿勢の育成につながるのではないかと、このような授業改善に取り
組んできました。 
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それでは、ここからは、今年度の各学部の研究概要の説明となります。 

肢体不自由教育部門 小学部・中学部の研究テーマは「『深い学び』をとおして「でき
た」「分かった」と実感する授業づくり」です。 
 
研究の大きなポイントとしては次の２点があります。 

１点目は、「深い学び」の実現に向けて、障害の重い児童生徒の「自己内対話」をいか
に見取るか、ということです。「深い学び」を促すためのキーワードとして、「対話的な学
び」その中でも「自己内対話」を取り上げました。段階的な評価基準（活動分析表）を
作成して授業を実施し、その後、ビデオ分析を行うことで、障害が重い児童生徒の「対
話的な学び（「自己内対話」「思考、判断、表現」）」を細かく見取ることができるか、とい
う研究です。 
 

２点目は、その見取った自己内対話を、いかに授業改善につなげるか、その改善点を
明確にし、学校介護職員を含めたチームでいかに共有すべきか、ということです。 
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続いて、肢体不自由教育部門高等部です。 
今年度の研究テーマは「活動評価表をツールとした「目標」「支援方法」「評
価」の共有とＰＤＣＡサイクルによる生徒の学び の質の向上」です。 
 
こちらも研究のポイントは大きく２点です。 
 

１点目は、「活動分析表を活用し、体育での実践研究を例に、授業の質の向上を
図る取組」です。活動分析表の活用、その有用性については過去２年間で共有さ

れています。その活動分析表をツールとし、支援者間で、「目標」「支援方法」「評価方
法」について共有し、「授業・支援の質の向上」、「生徒の主体的な学び」につなげる取
組についてです。 
 

２点目は、卒業後を見据え、毎日の中で繰り返される「挨拶・返事」や「選択」などの基
礎的な活動について、活動分析表を作成し、実践、活用することです。これらの日常
的な基礎的活動は、それぞれの教職員の経験や感覚で指導にあたっているところが
あります。このような日常的な活動についても活動評価表を作成し、支援の質を高め、
卒後を含め生徒の生きる力の向上を図る取組について研究してきました。 
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最後に、自立活動部です。 

研究テーマは「自立活動ガイドブックの作成」で、自立活動の内容に関する事柄につい
てまとめることです。 
 
平成28年度から学校介護職員が導入され、自立活動専任教員と担任が、学校介護
職員と協力して自立活動の授業を行っています。 

そのため、教員以外の職種に対して、指導の根拠・ポイントを理解した、わかりやすい
自立活動の指導が求められることとなりました。 

そこで、自立活動のより実践的な内容を含んだ研究として、自立活動ガイドブックの作
成行うこととなり、今年度はその３年目となっています。 

 
研究概要は大きく４点です。 
１点目は、身体の動きを視点にした、評価と見方 
２点目は、自立活動の授業の組み立て方 
３点目は、訓練用具を中心とした、自立活動室の授業で使用する道具について
                
４点目は、資料編として、運動の方向の名称、変形の種類を作成しました。 
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昨年度までの研究経過についてご報告いたします。 



小学部では、新学習指導要領の３つの柱を意識した授業作りを行ってきました。 

３つの柱とは、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間
性等」ですが、それを赤枠の単元目標に設定しました。 
また、目標と評価の一体化として、黄色枠の評価規準へも反映させました。 

黄色枠の評価規準ですが、具体的にどのような表現、行動をしたらＯＫなのか、より具
体的に示したものが緑枠の「学習活動に即した具体的な評価規準」であり、この緑枠
が、活動分析項目となります。 



先程の指導案の一ページ目を反映させたものが、活動分析表ではこのように示され
ます。 
黄色枠が3観点の評価規準。 
緑枠が具体的な評価規準でもある、活動分析項目。 
黄緑枠が単元を振り返り、次単元や翌年度へどのように生かすか記載しました。 



先程の活動分析表の下の枠です。 

◎や△だけでは分かり切らない児童の様子を下の枠に記載し、それを受けて、次の
時間にどのように改善するか、改善点をまとめ、チームで共有しました。 
活動分析表をそのままチーム共有するツールとしました。 



成果としては、 

・３つの資質・能力を意識した、授業づくり・評価・改善方法のおおよその流れが整理
できたこと。 

・３つの資質・能力を意識した目標・評価規準を検討することで、「何を学ぶのか」「ど
んな力をつけたいのか」ということが明確になることが分かったこと。 

・活動分析表は目標をチームで明確、共有し、有効に活用できるツールということが改
めて確認された。 
ということが挙げられます。 



課題としては 
特に2つ目の●です。 

評価規準の「知識・技能」は検討・改善しやすいが、「思考力・判断力・表現力等」「主
体的に学習に取り組む態度」をどのように評価し、伸ばしていけるかについて検討が
必要であることです。 
ここは活動分析表をツールとして用いる良さでもあり、課題にもなる部分です。 
そこで、3年目の今年度は、特に「思考力、判断力、表現力」を取り上げ、ビデオ分析

等で細かく分析し、「思考力、判断力、表現力」の「見える化」を検討してみることにしま
した。 
 
 



続いて、中学部の昨年度の取組です。 
中学部では、応用行動分析の考え方を活用し、 
具体的、かつ、段階的に行動目標を設定する取組を行いました。 
活動分析表では次のようになります。 



赤字の部分が行動を促す、プロンプトです。 
ベストパフォーマンスを①として、①が難しいなら②と段階的に手立てと目標を 
設定しました。 



このような取組により 
〇段階的な評価と必要な手立てが整理されたこと、 
〇環境調整や教材等の手立て、及び教師の働きかけを分析的に検討することで
授業改善につながったこと 
〇活動分析を通して導入された学習の手立てが、他の授業や日常生活場面にも
活かされたことが 
成果として挙げられます。 

 



課題としましては、特に一つ目の●。 
より具体的な授業改善となるよう、学習活動をさらに焦点化して分析し、 
分析した結果や考え方を、他の学習場面へ教師が汎化させることが課題とされました。 



また、昨年度から助言者として、お世話になっている、日本体育大学の長沼先生から
は「対話的な学び」について、助言いただきました。 

その中でも、障害の重い児童生徒の「自己内対話」をいかに深め、見取るか、そのこ
とが「深い学び」の理解につながると教えていただきました。 
 



以上、今までの取組を踏まえ、各学部のいいところどりをし、各学部で共有すること、
そして、長沼先生の助言を生かしたテーマ設定が、 
今年度のテーマ『「深い学び」を通して「できた」「分かった」と実感する授
業づくり』です。 

深い学びを通し、「できた」「分かった」と実感し、そのことにより、自ら学ぶ姿勢を育て
られるのではないか、 

そのための授業改善の在り方、チームティーチングの在り方について、今年度の実践
報告をいたします。 



ここからが今年度の報告です。 



研究仮説は「深い学び」を通して、児童生徒が「できた」「分かった」と実感することで、
自ら学ぶ姿勢が育成できるか です。 



先程、ご紹介した研究仮説の検証をどのように具体的にすすめるか。以下、大きく３つ
の視点があります。 
 

１つ目は、昨年度、小学部が取り組んでいた新学習指導要領、３つの資質、能力を意
識した指導と評価による授業づくりについて。 
小中学部で共有し指導案上に反映させて、取組みました。 
 
2つ目は、障害の重い児童生徒の「深い学び」にせまるため、（「思考、判断、表現力」、
「自己内対話」、「内面の育ち」をいかに見取るかということ。 

これついては、中学部が作成していた、段階的な評価基準表を焦点化した場面で作
成し、ビデオ分析にて自己内対話、内面を見取り、授業改善につなげることにしました。 
 
また、3つ目は、教科と自立活動の関連性について、学習指導案に記載し、教科の視
点、自立活動の視点を明確に意識し、それぞれの視点を大切にすることとしました。 
 

以上、３つの視点を用いつつ、これらをチームでどのように共有するのか、チーム
ティーチングの在り方を検討し、「できた」「分かった」と児童生徒が実感できるかどう
か検証しました。 
 



今年度の研究計画です。長沼先生に各学期1回ずつご来校いただき、各学部とも研
究授業を行いました。 
また、夏の中間報告会でも指導、助言をいただいています。 



研究授業がない月は、研究授業の事前、事後協議、ビデオ分析、チームでの共有方
法の検討等をしています。 



プレ公開研、公開研究協議会と続いています。 



小学部の報告です。 



小学部は児童13名で、そのうち11名が「自立活動を主とする教育課程」の児童です。 
知的代替1グループ、自活主2つのグループがあります。 
 



先程、研究方法の視点として、３つあるとお話しましたが、今日は主に2つ目、障害の
重い児童生徒の「深い学び」について（「思考、判断、表現力」、 

  「自己内対話」、「内面の育ち」をいかに見取るか）ということについて、ご報告いた
します。 
 



障害の重い児童の「対話的な学び」、特に、「自己内対話」をいかに読み取り、授業改
善につなげるか、まとめたものが次の図になります。 

まずは、授業の中心となる場面を取り上げて活動分析表としてまとめ、その部分の模
擬授業を実施し、段階的な評価基準や手だての検討をしました。 

その後、実際に授業を行い、単元や授業全体の評価規準や手だてを検討するととも
に、最初に取り上げた授業の中心となる部分をビデオ分析し、 

児童の内面、自己内対話を分析し、再度、段階的な評価基準や手だての検討をしま
した。 



1学期の取組の報告として、音楽の授業を報告します。 
音楽は知的代替１グループと自活主１つのグループの合同音楽となります。 
研究を深めるため、各グループ1名ずつ抽出してご報告します。 



もう一人児童Ｂです。児童Ｂは知的代替の児童で、取り上げた場面は、同様に「山の
音楽家」で楽器を演奏する場面です。 
「譜面通りに、拍を意識して、歌いながら鳴らすことができる。」という目標
で、知識・技能面の基礎的な段階の指導場面です。 
うまくいかなかった場合は、教師と一緒に譜面を見てリズムを伝えたり、タイ
ミングをあわせやすいように声かけをしたりする手立てを、ＭＴとＳＴで共有
しました。 

 



模擬授業を通して、改善した例の一つとしては、より児童が譜面を見やすいようにした
ことです。 
児童の気持ちになって実際にやってみることで事前に改善できることもあります。 



授業後、児童Aの内面をどのように見るか、教員に意見を出してもらいました。 
 



これらの見取りを通しての改善点です。 

児童Ｂは「楽器を鳴らしたい」、「鳴らさなければならぬ」という気持ちが先走っている
のではないか。 

また、イメージを再現することは、私たちが思っている以上に高度なことではないか、
といった意見が 
出されました。 
改善点としては、音楽の中では、 
ゆっくりたたく。拍を意識する。譜面を意識する。 
また、学校生活全般、他教科では、最後までよく聞く 
ひらがななど、音の数だけたたく（リトミック的に） 
 
などに取り組んでみたらどうかと話がでました。★３★４ 
 
その後の様子については、後程、ご報告いたします。 
 
こまでは児童側の評価なのですが、 
 



もう一つの改善点として、教員の関わり方の改善点です。 
 

清水Ｔの最後の問い、は「思考力、判断力、表現力等」を引き出すよい発問であったと
思います。授業後、あの問いは、「おもいつきの発問でしょ？」「「うまくたたけた」などと
返ってくると思っていたでしょ？」 
とたずねられると、いや、「譜面を見てたたけた」という答えを想定していたそうです。 
 

であるならば・・・そこに対する評価（褒める）がもっと必要だったのでは？「できた！」
「分かった！」をより実感できたのでは？、 

また、言葉を先取りせずに、もう少し児童の言葉を引き出してもよかったのでは？と
いった意見がでました。 
 

Ｂさんは、言葉でのキャッチボールができる児童です。私たちは発問に対する答えを
予測した上で、答えを導き出す「間」が大切。 

重度の児童の場合も同様では・・？同時に、児童なりの「できた、分かった！」を感じら
れる評価が必要では？と関わり側の評価の上、 
★３ ★４ 2学期へ改善することとしました。 
 
 



以上を踏まえ、2学期以降の方向性としては、 
・同じ場面をきりとり数回撮影、児童の内面（深い学び）の見える化、言語化
をする。 
・その子にとっての「深い学び」（自己内対話）を引き続き、検討し、声掛け
や提示の方法、活動内容等を再検討する。 
・その過程、プロセス、結果をまとめ報告する。その考え方を他の場面でも応
用できるように。 
としました。 

 



先ほど触れた、Aさんのその後です。 
2学期最後の音楽の授業の様子です。Aさんの内面の気持ちを教員から意見を出して
もらいました。 
 
 



2学期に向けた取り組みとしてあがった、「ひらがなを、リトミック風に音の数だけたた
く」ことに、帰りの会の前の荷物確認の際に取り組んでいました。 
 

片手でできるベルの方が得意なようですが、自分の気持ちと折り合いをつけながら、
タンブリンにも取り組んでいます。 
 



１学期はできるところだけ「ここだけがんばりたい！」意識が強かったのですが、自信
をもって取り組むことができるようになりました。 
また、タンバリンを見ずに、楽譜を見ながらたたいています。 
同時に、教師の話をよく聞いて取り組めるようになりました。 

「楽譜をしっかりみられるようになった」という知識・技能の高まりを踏まえ、休符を取り
入れてより音楽的なことができるかも、といった話が出たり、 

また、知識・技能の活用ということで、幅を広げ和太鼓にも取り組んでみたい、という
話も出たりしています。 
 



Ｂさんは、自分の中で、一歩踏みだし、自信をもって取り組むことができたのですが、
これは、教師が、「もっとやってみようよ」と投げかけたり、苦手意識を受け止め、次に
つなげる対話をしたりしたからだと思います。 

つまり、Ｂさんがもっている「知識・技能」を、さらに他へ活用できると判断できる実態
把握を教師ができていたからであり、それが、思考力・判断力・表現力、深い学びへつ
ながったのだと思います。 
同時に、Ｂさんの気持ちへの共感の姿勢、押し引き姿勢も必要でした。 



Ａ小のまとめです。 
・焦点化された場面において、段階的な評価基準表を設定し、その基準表をも
とに、模擬授業（授業前）、VTR分析（授業後）をし、授業改善を図ることが
できた。 
 
・自己内対話（思考力、判断力、表現力等）を引き出し、「できた」「分かっ
た」と達成感をもつに、的確な実態把握の上、教職員間で目標を共有し、「一
歩踏み出せる」、手を伸ばして手が届くかどうかの適切な課題の「提示」、気
持ちをゆさぶる「問い掛け」と「間」「共感」が必要。 
 

 



Ａ小の課題です。 
・一方で、障害の重い児童の「自己内対話」を判断するには、何を根拠に読み
取ればよいかやはり難しいという話もでました。解決策としては、「段階的な
評価基準」を設定し、仮説をたて継続的に観察、分析が必要です。 
 

 



今後に向けては、障害の重い児童の「主体的」「対話的」「深い学び」とはそれぞれど

のような学習、学びか、具体的なエピソードを基に整理し、実践をつみあげる。 

「段階的な評価基準」を設定し、仮説をたて継続的に観察、分析が必要、ということが

挙げられます。 

 





実態・課題をもとに、2グループに集団編成し、合同で行う授業とグループに分かれて
行う授業で時間割が構成されてる。 
合同で行う授業は、音楽、美術、体育、生活単元学習、学級活動。 
 





という流れからなる授業。 

言葉の響きやリズムに親しむこと、活動への期待感をもつこと、大小の違いを体験的
に感じること、考えたり感じたりする力や気持ちを伝える力を養うこと等を単元の目標
としている。 
 



スライドは、生徒A君の活動分析表です。 
どのプロンプトでA君が目標を達成できたか考えながらVTRをご覧ください。 
 



学部研では、自己内対話の見える化を目指して、教員それぞれの見方や解釈がある
が、それをどう受け止め、今後、どう声掛けや提示をするのがよいのかを教員みんな
で検討した。 
A君については、１度目に検証した時には④のプロンプトだと思ったが、２度目の検証
で③ではないか？との意見にまとまった。 

理由としては、③の時は小のうちわで首を横に振る、大のうちわではそちらをよく見て
いる。④の時には単に風が気持ちよかったから笑っただけなのではないか。という意
見から総合して、③としている。 
 













Ａ２グループでは、 
・注目する観点（姿勢、口の形、声の大きさ)を示した絵カードを用いた 
・繰り返し学習を重ね、安心して発言できる場をつくることを心がけた 
・友達の存在  
が、自己内対話を広げる手立てとして有効だったと考えられる 





中学部の特徴として小学部とは違い授業に担任が不在のことが多々ある。また、他
職種（学校介護職員）の介助者には、何をどのように、どれくらい介助すべきなのかが
わかりにくいという実情もある。使用してみて、いろいろな人が介助に入るので支援方
法や評価の観点がまちまち → 「同じ場面を評価する」「同じ支援者が評価する」とし

たらよいのではないか、全体の記録よりも、活動分析と同じように焦点化して記録した
ほうが良い、記録（評価）する前後の様子がわかるエピソードがあると、ベストパフォー
マンスが出せるよう、授業改善しやすい。 等の意見が出た。これらを踏まえて書式を
改善した。 
 
 





一部を拡大したもの。授業前に記録表を配布し、介助者は記録表を手元において授
業を行う。授業中に達成したプロンプト番号をメモして、放課後に補足するエピソード
等を追記する。記録をもとに、教具を変更したり、プロンプトを変更したりしている。 











・教材の充実   

主体的・対話的で深い学びの機会を作り出す題材や課題の設定とともに、自己内対
話やその表現を促すために視覚支援教材やＩＣＴ機器を効果的に使用することが主体
的・対話的で深い学びに繋がった 

・友達の存在  特に身近な大人以外に同年代の友達の存在を意識し始めるＡ２グ
ループの生徒にとっては、友達の発言や行動によって、自分の行動を振り返る等 
自己内対話の広がりを感じた 
・授業記録の積み重ね・活動分析表の活用・効果的なＴＴ 

活動分析表を活用した授業記録表を作成したことで、それぞれの生徒にスモールス
テップでの課題設定ができました。また、ＭＴや担任の意図や、必要な支援が授業で
生徒につくＳＴに伝わりやすくなり、効果的なＴ・Ｔへと繋がっていった 







3年間の成果です。このような活動分析表を生かした指導と評価が、自ら学ぶ姿勢の
育成につながるかどうか振り返ります。 
 

活動分析表は、児童生徒の変容が、その授業の評価であり、児童生徒自身が「授業
の評価者」であることを示しています。 

課題が高ければ、児童は変容を示さないし、ときには、困難を示し、適切な働きかけ
がなければ、内面の育ちもないです。 

対話的な働きかけや自己内対話の理解を含め、自ら学ぶ姿勢の育成に向け、私たち
の働きかけ、指導が常に問われていることが分かります。 
 

また、細かく活動分析項目や、評価基準を設定することによって児童生徒の目標が明
確になり、目標が明確化すれば、その目標を達成するため、 

おのずと手立ても具体的になります。分析表をつけることが目的ではなく、目標や評
価基準を明確化、焦点化し、また、段階的なスモールステップの指導により 
手立てを具体的に検討する、この考え方が、自ら学ぶ姿勢の育成につながります。 
 

さらに、活動分析表は、チームティーチングを促すツール、チーム力を高めるための
ツールにもなります。 
 

同時に、これまで何を、どのように学んできたのか、どのように変化、成長したのか、
「学びの履歴」として、次年度への引継ぎ資料や、場合によっては、保護者への説明と 



しての活用もできるかもしれません。 
 

このような成果を踏まえ、今後も、自ら学ぶ姿勢の育成を目指し、取り組んでいきたい
と思います。 
 






