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キャリア教育推進委員会 

 

１ はじめに 

  この委員会は、校長、副校長、教務主幹、進路指導主幹、教務部主任、進路指導主任・専任、研修・研究部主任で

構成され、本校キャリア教育についての理解啓発及び１２年間を見通した計画の見直しについての研究活動を行って

いる。本校の学校経営計画では、今年度の取組目標として「小学部から高等部までのキャリア教育全体計画、年間計

画の周知と実践及び評価」「小学部から段階的かつ系統的な進路指導関連の取組の実施」「社会貢献活動の推進」が示

されている。取組内容の整理とともに、周知していくことによって教職員一人一人が学校の示すキャリア教育の目的

を理解し、それぞれが担当する児童・生徒の生活年齢や発達年齢を考慮した上で「将来に向けて今、何が必要か」を

文章化及び説明すること、そして実践をすることが求められている。 

 

２ 今年度の取組 

小学部から高等部までの全体計画、 

年間計画の周知と実践及び評価 

   昨年度見直した全体計画とともに、構造図につい 

て教職員については年度初めの全校研修会で周知。 

保護者ついては全校保護者会で全体周知をすると 

ともに、各学部でも構造図を活用して周知を進め 

る。また、進路だよりにおいて各学部における「 

キャリア教育の取組」についてのコーナーを設け 

て保護者へ発信。ホームページにおいても、キャ 

リア教育、進路指導の流れについて掲載して全体 

周知に努める。 

 

（２）小学部から中学部への体験的な進路の流れ 

   昨年度は高等部の進路の取組を踏まえ、中学部における体験的な進路の流れについて整理をして実施。今年度は

小学部における体験的な進路の活動について整理をし、小学部から中学部へのつながりについて検討した。「様々

なこと、地域社会に興味・関心をもつ」「主体的に取り組む大切さを知る」「中学部の生活について考える」とい

うねらいを設け、中学部のねらいにつながるように整理をした。また、知的障害教育部門小学部６年において中

学部の体験学習、作業体験を実施。 

 

（３）社会貢献活動の推進 

   児童・生徒が、学校卒業後も含め、生涯にわたり地域の一員として自己有用感を得て、生き生きと生活していく 

  ことを目指し、地域の人々に貢献することによる喜びを実感することをねらいとし、各学部において検討をし、近 

隣の事業所等と協議をして実施。 

 

３ 次年度に向けて 

   それぞれの取組について小・中・高のつながりについて具体的に検討をしていく必要があり、検討していく材料

として全体計画や学部毎の指導内容を活用していけるようにしたい。今年度、小学部から高等部への体験的な進路

の流れが整理できたため、次年度はその検証とともに活動内容について精査をしていく。また、キャリア教育につ

いての更なる発信の工夫を重ね、実践をしていきたい。 

 

＜森山知也＞ 



進路指導部 

１ 進路指導の基本方針 

  本校における進路指導（キャリア教育）は、進路学習や現場実習だけでなく、教科・領域や日常生活の指導、特別

活動など、全ての教育活動において実践されるものである。生徒達が卒業後、社会人として意欲をもって働いたり、

地域で豊かに生活したりできるよう、生徒個々の進路・生活ニーズに合わせて「生きる力」を育成する。また、卒業

後の進路は、本人・保護者が主体的に選択・決定するものである。進路指導においては、本人・保護者が卒業時によ

り良い進路選択・決定ができるように支援を行うとともに卒業後の生活については、本人・保護者が、就労・進学・

福祉事業所の利用といった日中活動という観点のみならず、住まいや生活の支援を含めた形でイメージし、選択・決

定できるよう進路相談を行っていくことを大切にしている。 

 

２ 今年度の取組 

（１） 生徒対象 

① 進路学習会や作業学習における外部機関の活用 

 

 

 

 

 

② 卒業生の話を聞く会 

本校の卒業生を招き、卒業後の生活や仕事での様子、学校時代に頑張っておいたほうが良いことな

どのお話を伺っている。身近な卒業生の話を聞くことによって、卒業後の生活について、より具体的

なイメージをもつこと、自分の将来について考える機会としている。 

 

（２） 教員対象 

① 施設見学会 

夏季休業中に生徒のライフキャリアを意識した教育活動、進路指導、生活支援相談ができるよう

専門性の向上を目指すため、企業を含めた本校児童、生徒の進路先や就学前施設、生活の場、放課

後等デイサービス等の見学会を２５コース設定。近隣の相模原市の事業所も見学のコースに入れて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 進路指導部全校研修会 

外部講師を招いてキャリア教育等をテーマに実施する研修会と本校進路指導部専任が進路指導等

をテーマに実施する研修を隔年で行っている。今年度は進路指導部専任が講師となり実施。 

 

 

 

 

小グループで質問しやすい雰囲気をつくることで、聞きたいことを具体的に聞くことができ、実り

の多い研修会になった。 

 

島田療育センター、町田市子ども発達センター、ボワ・コンサール＋ボワ・フルール＋ケアホームあか

ね、ひまつぶし de すぷーん、町田通勤寮、町田福祉園、花の家＋クッカ広場、シャロームの家＋第二

シャロームの家、町田かたつむりの家、サポートセンター町田とも、赤い屋根、なないろ、かがやき＋ 

こころみ、町田市美術工芸館、町田おかしの家、ボワ・アルモニー＋グループホーム、つるかわ学園職

業準備支援センター、ベロニカ苑＋ベロニカⅡ、クラフト工房 LaMano、ありのまま舎、すずらんの会（SUN

横山＋ワークショップ・SUN）、県央福祉会（きらら）、キユーピーあい、東急ウィル長津田事業所、 

スーパーアルプス多摩境店 

進路学習会（マナー）   就労支援アドバイザー 

進路学習会（清掃）    東京ビルメンテナンス協会 

進路学習会（身だしなみ） 株式会社ファンケル、NOEVIR スタジオ AIMU 

作業学習         本校外部専門員 

テーマ 「進路指導についての理解を深めよう」 

本校舎は５つのグループ、山崎校舎は４つのグループに分かれて実施。事前に質問を考えていただき、

質問に答えるという形で実施。 



（３） 保護者対象 

① 施設見学会 

７月に２５か所、２月にはＰＴＡ進路部と協力して７か所の進路先見学会を実施し、見学を通し

て将来の生活について考える機会としている。 

 

 

 

 

② 進路研修会 

ＰＴＡ進路部と協力し、本校保護者や地域の特別支援学級の保護者を対象に進路研修会を年間２

回実施している。毎年６月の研修会は「企業」を、１２月の研修会は「福祉」をテーマにしている。 

 

 

 

 

 

 

③ 進路学習会 

本校小学部、中学部及び地域の特別支援学級の保護者を対象に進路指導部専任が講師となり、部

門別に実施している。地域の進路先状況や福祉行政等に関する情報を提供するとともに、進路選択

の流れや特別支援学校卒業後の生活についての理解を深めることをねらいに実施している。 

 

３ 地域との連携 

（１） 情報交換会 

「生活介護事業所等情報交換会」町田市内の生活介護事業所を対象に年間３回実施。 

「町田市福祉事業所連絡会」町田市内のすべての福祉事業所を対象に年間１回実施。 

「協力企業連絡会」インターンシップ等でお世話になっている企業を対象に年間１回実施。 

（２） 町田市との懇談会 

ＰＴＡ役員が中心となり全校保護者を対象に年間１回実施している。今年度は障がい福祉課をはじめ、

子ども発達センター、ひかり療育園、保健総務課、教育センターから１２名の出席をいただき、保護者か

ら挙げられたニーズについて話をしてもらうとともに、障がい理解をテーマにした懇談会等を実施。 

 

４ インターンシップ、現場実習 

  高等部では、卒業後の生活を見据え、右図のように計画的 

に体験的な学習を積み重ねている。また、高等部の取組を踏 

まえ、今年度は小学部における体験的な進路の活動について 

整理をし、小学部から中学部へのつながりについて検討した。 

「様々なこと、地域社会に興味・関心をもつ」「主体的に取り 

組む大切さを知る」「中学部の生活について考える」というね 

らいを設け、中学部のねらいにつながるように整理をした。 

また、知的障害教育部門小学部６年生において中学部の体験 

学習、作業体験を実施。 

 

５ 次年度に向けて 

  学部から高等部への体験的な進路の流れが整理できたため、次年度はその検証とともに活動内容について精査をし

ていく必要がある。本校舎と山崎校舎の連携、そして地域との連携を大切に生徒の自己実現に向けた取組を進めてい

きたい。                                      ＜森山 知也＞ 

花の家＋クッカ広場、花の郷、町田生活実習所、サポートセンター町田とも、地の星＋ベロニカⅡ、 

町田福祉園、シャロームの家＋第２シャロームの家、町田かたつむりの家、なないろ、かがやき 

町田市美術工芸館、ボワ・アルモニー、スワンカフェ＆ベーカリー、つるかわ学園職業準備センター 

赤い屋根、クラフト工房 LaMano、町田おかしの家、喫茶けやき、しんわ常盤支所＋しんわ常盤事業所 

ありのまま舎、すずらんの会（SUN横山＋ワークショップ・SUN）、県央福祉会（きらら）、キユーピー 

あい、東急ウィル長津田事業所、スーパーアルプス多摩境店 

６月 『就労に向けて在学中から取り組んできたこと』～卒業生から学ぶ～ 

リゾートトラスト株式会社 東京事務支援センター長  北沢 健氏 

    リゾートトラスト株式会社 東京事務支援センター勤務 松島 潤氏（町田の丘学園卒業生） 

                              松島 裕子氏（松島 潤氏・母） 

１２月『 地域で支える 』～身近なサポーターである「相談支援」とは～ 

NPO 法人小春日和 相談支援事業所うらら 羽場 直美 氏  



 

 

 

研修・研究部 夏のワークショップ 

１ 夏のワークショップとは 

 夏のワークショップとは、本校に在籍する専門性や得意分野をもった教員を講師として講座を開き、児童・生徒の教

育に生かせる知識やスキルを他の教員と共有し合うことを目的とした研修である。会場は、本校舎と山崎校舎を使用し

て、講座を実施した。前年度と同様、校内の教員以外に、町田市の小・中学校の教員にも参加を募り講座を開催した。 

２ 今年度設定された講座の日程及び内容 

●本校舎開催の講座 

 日時 ワークショップ名 内容 

１ 

8/１ 

(木) 

13：30 

～ 

16：00 

ＡＣＴ認知行動療法の

ワークショップ 

～相談スキルを高める

～ 

前半は午前中に行われた地域支援セミナーと継続した内容で、応用行

動分析や関係フレーム理論などの認知行動療法の基礎的知識を学ん

だ。後半はアクセプタンス＆コミットメントセラピーで使われる「ア

クトマトリックス」というワークシートを各自作成し、相談内容の整

理の仕方や問題点に対する具体的なアプローチ方法について、演習を

行った。 

２ 

高等部「情報」授業内

容紹介 

～情報モラルや発表形

式の学習について～ 

 

中学部・高等部新学習指導要領に関しての説明と学習の流れを確認し

た後、高等部の生徒たちの卒後の進路に関して実状を説明した。ワー

ドで文書作成練習の授業をテキストを見ながら説明 

目標（パソコンスピード認定試験）を決めて、タイピング練習実践例、

パワーポイントを使ったプレゼンテーション学習についての実践例、

情報リテラシー学習実践例、情報モラル学習実践例 

３ 
ボッチャについて競技

説明と体験など 

車椅子の人だけでなく、老若男女だれもが楽しめるスポーツとして、パラ

リンピックの正式種目でもあるボッチャの競技説明と体験を中心に行な

った。簡易的な的を用意し、レクとして行うボッチャから公式戦同様のル

ールまで、競技の楽しさや実際に児童生徒に指導する際のポイントを交え

ながら体験的な活動を行なった。 

４ 

「感覚統合とは～感覚

からのアプローチ」 

「姿勢の作り方・身体

の動き方」 

「姿勢の作り方、体の動き方」では体の構造とともに「なぜ、そのよ

うな姿勢になるか」「立ち上がりや起き上がり時の動き方と介助方法」

を学んだ。 

感覚統合の理解の基礎となる固有覚、触覚、前庭覚等について学び、

それらの感覚が十分に機能していない場合の症状や取組について学ん

だ。 

５ 

2020～完全実施 あなた

の準備は大丈夫？ 

新学習指導要領を踏まえ

た授業づくりと主体的・対

話的で深い学びの視点か

らの授業改善 

前半は、新学習指導要領が求める「３つの資質・能力の育成」やその

背景等を学んだ。後半は、「深い学び」とはどのような学びか、映像を

とおして「深い学びの５パターン」を学んだ。さらに、参加者の「深

い学び」の実践を持ち寄り、深い学びのどのパターンに当てはまるか

検討、共有し、「深い学び」の具体像についてのイメージを参加者全員

で深めた。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

●山崎校舎開講の講座 

 
日時 ワークショップ名 内容 

１ 

7/26

（金）  

 

13:30

～

16:00 

 

図工・美術の授業アイ

デア 

今回は、授業ですぐに使える教材ということでお受けしたので誰がや

っても簡単に取り組める版画を 2 種類用意した。それぞれスチレン版

画による回転版画と、モノプリント版画だが、どちらの教材もやり方

を変えると 3 パターンくらい展開できるので、いろいろな生徒に対応

できる教材となっている。又直接描くより、版画特有の表現が生徒に

も達成感を味わえる教材となっている。 

２ 
音楽の授業の題材と

アイディア 

・音楽のワークショップでは、いろいろな題材や教材を紹介しながら、

参加者と一緒に活動を行った。低学年向けのリトミックでウチワを使

ったリズム遊びをしたり、ブルースのリズム伴奏に合わせて自由に木

琴を演奏したりした。また手話を使った合奏体験も行った。 

３ 
本校舎講座５と同内容の

講座 ＊本校舎と同じ内容で実施 

４ 

国語（書写）・数学の

授業とアイデア 

「授業者に注目すること」をねらいとした学習として、『フラッシュカ

ード』を使用した授業紹介を行い、ここでは、児童・生徒の好きなこ

とをひとつでも多く授業者が把握することの大切さを伝えた。「数の概

念」「表の見方」を『プリント教材』を使用して授業紹介を行い、数に

関する小ネタやプリント教材作成のポイントも伝えた。 

・特別支援学校中学部での「書写」の授業紹介。毛筆分野は、書き初

め課題を中心に、書道（芸術）と書写（国語）の目的の違いに触れ、

生徒による課題選択、練習、清書、体裁を整えた作品掲示の仕方まで

をまとめた。手軽なリサイクル落款印を試作した。 

５ 

ＬＤ等の心理的疑似

体験と特別支援教育

の教材作り 

ＬＤ児の心理的疑似体験とワークを通して、通常級等で困難さを抱える子

供の立場に立ち、その心理を考える機会とした。同じ学校から複数の教員

が参加した中で、学校の違うメンバー構成でグループワークを実施した。

そのことが、話し合い時に新たな価値観に触れられて有意義であったと

いう参加者の感想にもつながった。 

６ 

授業に役立つ和太鼓 和太鼓をいかに取り組みやすく、引き寄せるかという観点で、授業に

直接的に活かせるよう実践を中心に講座を行った。基礎的な打法から、

リズムや曲づくり、示範のポイント、身体を使いこなす補強運動まで、

また太鼓やバチ選びのヒント、新学習指導要領「和楽器」の解釈、模

範演奏と多岐にわたる内容を扱い、講師の専門性・独自性を活用した

講座となった。 

３ 反省と評価 

（１）講座内容について 

 どの講座も講師の教員が実際に授業で使用した教材や授業づくりのポイントが紹介されていた。そのため、具体的で

わかりやすく、自分の学校に戻ってすぐに現場に活かせる内容であった、参考になったという評価がアンケート結果よ

り多く挙げられた。反省としては、参加募集の時点で教材費用や服装、参加人数制限などについての説明がいくつか足

りないところがあり、次年度は講座内容についてより詳細を明記するようにしたい。 

（２）次年度に向けて 

 次年度は本校舎が移転作業でワークショップの開催ができないため、山崎校舎で実施することが決まっている。講座

数が全体的に少なくなることを踏まえ、外部からの参加者が受講しやすい日にちの設定や、事後アンケートの集約より

得られた要望や意見をもとに、次年度の講座を精選し、町田の丘学園のセンター的機能を活かして幅広い専門性を活用

した講座を用意していきたい。                              ＜柘植 佳恵＞ 



都立町田の丘学園　　　教材集 令和元年度

学部

小学部

ねらい

・黒色のイラストで、パネルシアターへの注目を促
す。
・色付きの絵も使用することで、提示されている絵が
どのような物かイメージしやすいように配慮する。
・イラストと頭を3回叩くなどのサインを結び付ける。

作成方法・使用に際する必要機材

・Ｐペーパーに絵を描いて、はさみで切る。
・2枚重ねて使用する場合には、上に置きたいイラスト
の裏
に、クッキングペーパー（リード等）を貼るとくっつきや
すくな
る。

配慮事項

・歌があるとより、注目を促しやすくなる。
・黒いイラストをゆっくりめくったり、めくって隠すなど、児童の実態に合わせて提示の仕方を工夫する。

対象 氏名 教科名 教材名

知的障害部門 鈴木　理紗 国語・算数 これはなにかな



都立町田の丘学園　　　教材集 令和元年度

学部

小学部

ねらい
　・画面の中の果物の絵を左から一つずつ指先でタッ
チしていくことで、一つずつ数えていく力の基礎を育
てる。
　・複数の選択肢の中から好きな食べ物の絵を一つ
選択することで、選ぶ力の基礎を育てる。
　・画面の中のキャラクターの動きを動作模倣したり、
サインで表現する力の基礎を育てる。

作成方法・使用に際する必要機材
　・絵本の絵をスキャナーで取り込む。
　・パワーポイントを使い、一つ一つの絵に動作ボタ
ンやリンク機能を付けたり、アニメーション機能を付け
たりする。
　・タッチパネルディスプレイを使い、児童にタッチさせ
る。

配慮事項
　・著作権保護のため、絵本から取り込んだ絵で構成されるこの教材は、学校内で、授業目的のみに使用す
る。
　・パソコン、タッチパネルディスプレイは精密機械なので、児童が触れる時には優しい力で触れるように指
導する。
　・設置や片づけをスムーズに行い、授業の流れが滞らないようにする。
　・ICTの映像・音声などと、生身の教師のパフォーマンス（歌や動作見本の実演など）とを、合わせて指導を
展開する。

対象 氏名 教科名 教材名

知的障害教育部門 桐山知行 国語・算数 動く絵本

はらぺこあおむし

左から順番に指先でタッチして

いくと、「いち、に、さん」と音声が

はらぺこあおむし

好きな食べ物の絵をタッチすると、

その食べ物の絵が大きくなる。

さつまのおいも

おいもの口が動いたり、腕立て

伏せをしたり、屈伸をしたりなど、



都立町田の丘学園　　　教材集 令和元年度

学部

中学部

ねらい

・左右、上下の理解

作成方法・使用に際する必要機材

生徒が好きな物を使ったカードを作り、ラミネートをか
ける。

配慮事項

・左右が理解できたら、左右カードは外す。上下カードも同じ。
・「一番右に○○にを置きます。」「左から２番目に○○を置きます。」「下から４番目に○○を置きます」という
教師の指示を聞いてカードを升目に置いていく。

対象 氏名 教科名 教材名

知的障害部門 伊藤　絵理佳 国語・数学 上下・左右の学習



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　平成３1年度

学部

小学部

ねらい

身体部位名称の理解

作成方法・使用に際する必要機材

Power Point
iPad

配慮事項

遊びにならないよう、教師が示した部位のみ触れるよう支援する。

対象 氏名 教科名 教材名

知的障害部門 永野恵美子
国語・算数　集団
／個別学習

身体部位の名称

「だるまさんの」に合わせてだるまさんが揺れ

教師：「め」（iPadを伏せる）

教師：（児童に）「目どこ？」

児童：目を触る

教師：（iPadを一緒にタッチして）これも目

タッチすると、目の画像が小さくなり、画面奥か

ら大きなだるまさんが登場する。

同じ流れで、手、歯、毛バージョンがあります。



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　平成３1年度

学部

中学部

ねらい
○基礎的な奏法を知り、演奏する。
○自分の役割（担当する音）を理解し、友達と息を合
わせて取り組む。
○曲のテンポや雰囲気を感じ取り、工夫して演奏す
る。

作成方法・使用に際する必要機材
・トーンチャイム又はハンドベル
（担当する音と色、名前シールを貼っておく）

配慮事項
・生徒の実態に合わせて音の数、曲の長さ、テンポ、練習の仕方を工夫する。
・段階的に練習するようにする。例：パワーポイントによる練習（みんなで１つの楽譜を見る）→できたら楽譜
を渡す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・全体を通してできるようになったら、ピアノ伴奏を入れて音の重な
りや曲想を感じ取れるようにしていく。
・楽譜を見て演奏するのが難しい場合は、暗譜や合図を送る、担当の音のみをカラーにするなどの工夫をす
る。

対象 氏名 教科名 教材名

知的障害部門 宮　美貴 音楽
トーンチャイム（ハンドベ
ル）による演奏　『星に願
いを』



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　平成３1年度

学部

中学部

ねらい

　手指の操作性を向上する。
　準備・操作・片付けを自立的に行う。

作成方法・使用に際する必要機材

・タッパーの蓋に穴をあけ、曲げたS字フックを結束バ
ンドで取り付ける。
・Oリング、輪ゴム等の異なる大きさの輪。

配慮事項

・子供の実態に応じて、異なる大きさの輪を用意する。
・S字フックは蓋が閉まる程度に曲げておく。

対象 氏名 教科名 教材名

知的障害部門 下田悠二 国語・数学 操作課題

収
納
時

展
開
・
操
作
時



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　令和元年度

学部

小

ねらい

・模様の形をみて、左右、表裏などに気をつけてマッ
チングする。
・一定時間集中して取り組む。

作成方法・使用に際する必要機材

・木材、厚手のアクリル板、ラミネートシート
・電動のこぎり、両面テープ、ボンド、マジック、アクリ
ルカッター

配慮事項

　　初めは、表裏を気にしなくてもよいような模様にする。（下地のラミネートシートは入れ替えることができ
る。）
　　慣れてきたら、平仮名のマッチングにしてもよい。

　　　　　　　対象 対象児童生徒 教科名 教材名

　　　　知的障害教育部門
小学部２年生個別
学習

国語・算数
幾何学模様のマッチ
ング



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　令和元年度

学部

小学部 広瀬

ねらい
・影絵をボックス化することで、どこに注目するかが分
かりやすくらり、集中してみることにつなげる。
・影絵の内容は、国語算数では物語の読み聞かせ
や、図工ではカラーセロファンを使った作品などを映
し出すことに使えるので、作品発表になる。

作成方法・使用に際する必要機材

・段ボールの箱は外側を黒く塗り、画面を目立たせ
る。
・スクリーンや薄手の布や障子紙を貼る。
・光源としてプロジェクターが必要で、しかもパソコン
やiPadで白い画面を作成して投影する。

配慮事項

　・画面が小さいので、少人数のグループ学習に向いている。

　　　　　　　対象 教育課程 教科名 教材名

国語・算数・図工
他

シャドウボックス
知的障害教育部

門



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　平成３1年度

学部

小

ねらい

・ＭＴや前を見る力を身につける。

作成方法・使用に際する必要機材

・卓上木工バンドソーで木材を切断する。
・木材に黒色とオレンジ色をつける。

配慮事項

・速く回したりゆっくり回したりして児童が注目できるようにする。

対象 氏名 教科名 教材名

知的障害部門 種田　大地 国語算数 くるくるまわる



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　平成３1年度

学部

小

ねらい

見る力を身につける。
目を左から右に動かす力をつける

作成方法・使用に際する必要機材

①厚紙を円形に切る
②キャラクターを貼る
③真ん中に穴をあけて、紐を通す。

配慮事項

回転する方向を間違えない。
しっかり空を飛んでいるようにする。

対象 氏名 教科名 教材名

知的障害教育部門 出頭　由美恵 国語算数 アンパンマン



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　平成３1年度

　学部

小

ねらい
・ルールを理解して、すごろくを行う。
・お題に沿って、答える。
・転がして出たサイコロ目の数を意識し、マスを進め
る。

作成方法・使用に際する必要機材
・サイコロ
・こま
・絵カード（野菜や果物・場所等）
・こんなときどうするカード（様々な場面を想定した質
問）

配慮事項
・児童の個々の実態に応じて、様々な場面や内容を想定してマスを作成する。
・絵カードや実際の場面を想定したやり取りを行い、児童がイメージしやすくする。

対象 氏名 教科名 教材名

知的障害教育部門 小野寺　孝仁 　国語・算数 SST　すごろく



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　平成３1年度

学部

小学部

ねらい

・身近な物に興味をもつ（マッチング）
・絵とひらがな文字のかたまりとの対応を選ぶ
・ひらがなの文字をマッチングする。
・身近な絵とひらがな文字の対応を選ぶ。

作成方法・使用に際する必要機材
・木材（枠２種類）
・絵カード数種類（木材）
・ひらがな文字ボード（木材）
・ひらがなカード（紙・木材）
・絵カードや文字カードや、入れておく容器（プラス
チック）

配慮事項
・ことばの基礎段階として、興味をもつ身近な物を通して、絵のマッチング（①）や組み合わせ、カテゴリーと
広げられる。
・ひらがなのまとまりカード（②）と文字の一字一字のカード（④）との対応には、経験と時間が必要なので、
実際にはひらがなの一字ずつの文字マッチング（③）を、一定期間学習することが必要で有効である。

対象 氏名 教科名 教材名

知的障害教育部門 川邊　千春 個別学習 絵と文字の対応

１

３

４

２



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　平成３1年度

学部

中学部

配慮事項
・ラミネート加工をした後、ケガ防止のために角を丸くした。

・生徒全員が読めるように、漢字で記載したところは、ふりがなを振った。

ねらい
・移動教室の事前学習として、ほうとう作りを学ぶ。

対象 氏名 教科名 教材名

知的障害部門 村本まなか 職業・家庭科 ほうとう作り

作成方法・使用に際する必要機材
・使用する材料などの写真を撮り、作成した。

・使用する材料・道具の一覧表では、材料や道具の
写真の裏にマジックテープを貼り、取り外し可能にし
た。



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　平成３1年度

学部

小学部

ねらい
・ポンポン玉をつまんで、1個ずつケースに入れる。
・指先に力を入れて、1個ずつふたを閉める。

作成方法・使用に際する必要機材
・プラスチックの小分けケース（フタつき）
・ポンポン玉

配慮事項

・ふわふわでカラフルなポンポン玉が、かわいい物好きな児童のお気に入り。
・フタ押しは、パチンと音がして閉まる感覚が、気持ちよいようだ。

対象 氏名 教科名 教材名

知的障害部門 田中　朗子 個別学習 手先の巧緻性



別紙１

都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　令和元年度

学部

小学部

ねらい
・音を身体で感じ取る。
・音の違い、リズムやメロディーの違いを感じる。
・振動で音楽を楽しむ。

作成方法・使用に際する必要機材
・振動子（VP-2)、アンプ(fostex AP05)、マイク
・振動子を付ける玩具（触り心地が良いもの、振動を
伝えやすい物等）
・音源（楽器、CDデッキ、等）

配慮事項

　・振動子を付ける玩具やぬいぐるみは物によって振動を伝えやすい物と伝えにくい物があるので配慮す
る。
　・精密な機械なので、乱暴に取り扱わないようにする。

対象 対象児童生徒 教科名 教材名

肢体不自由教育部門
自立活動を主とす

る教育課程
音楽

音をからだで感じ
る

振動子

アンプ

マイク

＊キーボードで弾いた曲を、振動子のついたメロンパンやピカチュウのぬいぐる

みを

持つと手に振動が伝わり感じられます。



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　令和元年度

学部

高

色分け（３色） 色分け（３色・３色と大小） ピックの色と形による分類

カラークリップの色分けと袋入れ（決められた数） スタンプ押し（日付）

ペットボトルキャップの型（卵パック）入れ カラーボールの型（製氷皿）入れ

カラーボールの袋入れ

ねらい
・職業の授業で実際に軽作業を経験し、集中力や手
指の操作性を高める。
・作業の区切りごとに報告をする習慣を身に付ける。
・困った時や分からないときには相談や意思表示を
するという仕事をする上で必要となるコミュニケーショ
ンを身につけることをねらう。

作成方法・使用に際する必要機材
・日常生活で不要になったペットボトルキャップや
卵パックを利用する。
・カラーボールや３色ストロー、カラークリップ、仕
分け用トレー等ほとんどの物は１００円ショップで
購入できるので、製作する必要がない。

配慮事項
・報告がまだ身に付いていない場合は、一区切りついた時（枠に全部入ったとき・全部の材料を分類し
終った時等）に直ぐに報告をするように促すようにする（報告をせずに次の行動をしてしまうことや動作が
止まったままぼんやりしている状態のままにしない）。
・細かい材料が多いので、特に物を口に入れてしまう人が使うときには気を付ける又は細かい材料の使
用はやめる。（細かい物を扱う作業は不向き）

対象 対象児童生徒 教科名 教材名

　　　知的障害教育部門 中・重度 職業Aグループ 軽作業用教材



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　令和元年度

学部

高等部

ねらい
・次の工程を確認しながら、調理活動を行う。
・見本と比較し、正しい切り方等を知る。
・調理活動の全体像を知り、見通しをもって参加す
る。

作成方法・使用に際する必要機材

・100均の蛇腹式のつながりアルバムを使用。PPで作
成したレシピをポケットの中に入れた。

配慮事項

　　・紙製なので、汚れや水には弱い。

対象 対象児童生徒 教科名 教材名

知的障害教育部門 3年 家庭
アルバム型レシピ
（視覚支援）

全工程



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　令和元年度

学部

高

ねらい

・１班の腐葉土運びの回数をチェックするための表
・目標の数を決めて作業を実施し、作業日誌に振り
返りを行う際確認できるようにする。
・毎回主体的にマグネットを貼ることで、自分からの
行動を増やすきっかけになる。

作成方法・使用に際する必要機材

・マグネットを使用するので、雨などが降っても問題な
く使用できる。
・大き目のホワイトボードを使用する必要がある。

配慮事項

・ＬＯＷの生徒を対象とした教材であり、個数を目で確認できることと、自分で操作することで自発的な行動
を促すための教材である。
・指導者側も毎回の個数を確認することで次の目標につながる。

対象 対象児童生徒 教科名 教材名

知的障害教育部門 農芸班２，３年 作業学習 土運び　回数表



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　令和元年度

学部

高等部

配慮事項

・生徒の実態に応じて、さいころを変える。（数字だけのもの、絵と数字のもの、数が１～３までのもの、など）

対象

知的障害教育部門

教育課程

３年

教科名 教材名

数学
お弁当さいころ

ゲーム

ねらい

・さいころの絵と数のマッチングをする。
・１から６までの数を数える練習をする。
・お弁当作りを楽しむ。

作成方法・使用に際する必要機材

・１００均のウレタンさいころに絵を貼りつけて作成。
・絵カードは生徒が持ちやすいよう厚みのあるスチレ
ン素材。

1. さいころを投げて上になった面（目）の絵を見て数を数える。

２．数えシートを使って、出た目の絵を数える。

３．プレートに絵を並べてお弁当を作る。



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　令和元年度

学部

高

ねらい

・規格通り（B5）の紙を漉く
・均一の厚さの紙を漉く
・手元の巧緻性を高める

作成方法・使用に際する必要機材

・漉き枠が痛まないようペンキやニスを上塗りする
・型紙に合わせて木を切り出し、接合する
・網はやや硬めのものを用意する（網戸等は使用しな
い）
・アクリル板、ミキサー、計量器が必要

配慮事項

　　・漉き枠を水を張ったケースから上げる際にゆっくり行うことで綺麗に仕上げることができる。
　　・初めのうちは、漉き枠にパルプ液を入れる際に漉き枠を支援者が押さえると取り掛かりやすい。
　　・水抜きの際は布でなくセームを使うと生徒が扱いやすい

対象 対象児童生徒 教科名 教材名

知的障害教育部門 普通科・紙工班 作業学習 紙漉き枠

漉いた紙にプリンター

で柄つけをし、裁断、

封入と仕上げる。

厚さ・重さが一定の紙を漉くことができる道具。

プリンターで印刷も可能。



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　令和元年度

学部

高等部

ねらい
・かけられる数の位が多くなると、かける順番がわか
らなくなる生徒が対象。
・縦書き乗法を迷わずに進めさせるため、特定の桁
のかけ算の答えを書き込むエリアを区別しやすくし
た。
・繰り返し学習し、計算方法を身に着けさせるツー
ル。

作成方法・使用に際する必要機材

・Excelにてプログラムを作成。
・通常の印刷モードから必要分印刷して使用する。

配慮事項
・Excelにて自動計算機能を埋め込んだ。
・ファンクションキー（F９）を押下することで　数字がランダムに一斉に書き換えられる。
・連動させた解答シートも作成したので、答え合わせが簡単にできる。
・以下の場所にプログラムを格納した。
　\\17ed01fsv212\東京都立町田の丘学園\003_職員室フォルダ\004 ★教材保管庫\01 プリント教材\06
B高\04　数学\F9@乗算（１～３桁×１～２桁）（□付）.xls

対象 教育課程 教科名 教材名

知的障害教育部門 普通科 数学
かけざん練習シー

ト



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　令和元年度

学部

高等部

配慮事項
・台本は、登場人物がセリフを言うときの心情を考えて記入するワークシートになっています。そこで、感情の
込め方や発生について学習してから取り組みます。
・スピードについていけるようになるまで台本で練習をしたり、再生スピードを変えられる再生機であればゆっ
くりにして練習をしたりします。
・字幕を入れることが著作権上許可申請のいる場合もあるかもしれないので、気を付けて使用、作成する必
要があります。

対象

知的障害教育部門

教育課程

普通科

教科名 教材名

国語 セリフの練習

ねらい
人気アニメのシーンにアテレコをすることで、登場人
物の気持ちを考えた表現や、相手とのタイミングの取
り方、聞き取りやすい発声、声の大きさなどを総合的
に学習し、日々の生活での会話や学園祭でのはｐｐ
等に生かす。

作成方法・使用に際する必要機材
映像から既存の音を消し、新しくＢＧＭ等の音をかぶ
せ、セリフの字幕を挿入する。

プロジェクター、ＤＶＤ再生機、マイク、スピーカー

※プリントした台本も併用します。

※同様の映像教材を合計で3点作成しました。それぞれ難易度が違います。



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　令和元年度

学部

高等部

ねらい
・　日本の文化を英語で表現し、人前で英語を用いて
発表する力を身につける。【思考力・判断力・表現力
等】
・　日本の文化を理解し、相手に配慮しながら、主体
的に英語を用いてコミュニケーションを図ろうとする。
【学びに向かう力、人間性等】

作成方法・使用に際する必要機材

＜上段＞左ページに「Welcome to Tokyo」のページを
カラーコピーし、右ページにはスキャンしたページに
日本語訳を付けた。
＜下段＞A4サイズののり付きの台紙に黒の画用紙
を貼り、生徒が授業内で作成した折り紙を貼った。

配慮事項

・上段のプリントは、落語のオチを理解するために、「Welcome to Tokyo」のイラストと日本語を対訳式で載
せることで、生徒に見やすいようにした。
・下段の教材は、英語で折り紙の折り方を説明するというプレゼンテーションの資料として作成したため、台
紙の色を見やすいように黒を選び、折り紙を中央に貼った。

　　　　　　　対象 対象児童生徒 教科名 教材名

　　　肢体不自由教育部門
知的障害を合わせ
有する教育課程

外国語
日本の文化を伝え
よう



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　令和元年度

学部

小学部

ねらい

・具体物に気づいて、操作する。

作成方法・使用に際する必要機材

・食べ物のおもちゃ
・ミルクなどの空き缶

配慮事項

　　・児童によって補助具を使用する。
　　・口の中に入れたときに、音がするようにして、入れたときの達成感を感じられるようにする。

対象 教育課程 教科名 教材名

肢体不自由教育部門 自立活動 国語算数 いただきます遊び



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　令和元年度

学部

高等部

ねらい
・校外学習当日、展示に興味をもって見学してもらう
ため。
・館内図を見て効率よく見学するため。

作成方法・使用に際する必要機材
・パワーポイントで作成し、ＰＤＦ化して保存。
・Ａ３用紙に印刷し、生徒に配布。

配慮事項
・課題ごとに色を分けた。
・生徒が展示内容に興味をもてるよう、実際に体験できる課題を設定した。

対象 教育課程 教科名 教材名

肢体不自由教育部門 知的代替
総合的な学習
の時間

ミッションシート



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　令和元年度

学部

中

ねらい

　・「画面（スイッチ）を押すと曲が流れる」という
   因果関係を理解する。

作成方法・使用に際する必要機材

　iPad
　ドロップトーク（アプリ）

配慮事項

　　・画面を直接タップすることが難しい場合には、　iPadタッチャーまたはスイッチインターフェイスを
     仲介し、スイッチで操作を行う
　　・他のアプリと異なり動画の途中で画面に触れても最後まで流れ続けるので、児童生徒の動きを
     抑制する必要がない
　　・児童・生徒それぞれの好みに合わせてスライドを作ることができる。また、エアドロップで他の
     iPadに教材を移すことができる。

対象 対象児童生徒 教科名 教材名

肢体不自由教育部門
自立活動を主とした

教育課程
国語・数学 スイッチ課題

アプリ
操作画 タップすると曲が流れ始め

途中で曲が止まる
↓

次の操作画面になる
↓

操作画面をタップすると

続きの曲が流れ始める
↓

最後のスライドまでいくと



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　令和元年度

学部

高等部

ねらい
・支援をできるだけ減らし、主体的な活動場面を増や
し、布を用いた製作に関する技術や知識を体得す
る。
・布を用いた製作を楽しむ。

作成方法・使用に際する必要機材
・ジャバクロス（粗目）、穴をあけたフェルト布
　※穴をあける時は、皮用パンチを使用
・刺繍糸、毛糸
・刺繍枠
・針山用に箱や磁石
・土台用に段ボールや箱
・針（とじ針　太針　など）
・裁縫道具一式

配慮事項
生徒の特性にあった補助具の工夫
段階別に、支援道具や習得内容を変える。

対象 対象児童生徒 教科名 教材名

肢体不自由教育部門 準ずる、知的代替 家庭科 布を用いた製作

とじ針（太）な 刺繍枠 針の持ち変え用補助

土台 太針用針保管用針

刺繍枠や土台を使

わない生徒もいま

す。

生徒がやりやすい

加工のミシン作業

も体験★

実習が長くとれた

上級生は、刺繍を

した布で何を作る

か自分で決めまし



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　令和元年度

学部

小学部

ねらい
・友達や教員とやりとりする中で、気持ちや要求を伝
えたり表現したりできる。
・教員の「おふとんに入る人」との言葉がけに対し、自
分なりに意思表示ができる。

作成方法・使用に際する必要機材
・送風機
・効果音用のシンバル、太鼓

配慮事項

　・ビニール風船の中に入るので、危険のないよう、必ず教員と一緒に入る。
　・怖がる児童もいるので、徐々に慣れ、無理なく体験する。

対象 対象児童生徒 教科名 教材名

肢体不自由教育部門
自立活動を主とす
る教育課程

国語 もりのおふとん

・送風機で大きなビニール風船を膨らませ、児童が教員と一緒に入る。

・視界一杯に色や反射が広がる、普段と違う雰囲気を体験する。

・歌に合わせて風船が動く。



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　令和元年度

学部

中学部

ねらい
・茶道の心、おもてなしの心に目を向け、興味や関心
をもつ。
・お茶を点てて、ふるまう経験を通して、おもてなしに
興味関心をもつ。

作成方法・使用に際する必要機材
・１００円ショップの泡立て器を、教材制作のアドバイ
スを受けて、スイッチで作動できるように改造した。

配慮事項
・事前にお茶の心や作法を学ぶ。
・心をこめて丁寧にお茶を点てることをうながす。
・お茶を点てていることをよく見て、興味関心をもてるようにする。
・お茶の香りや色を見て楽しみながら体験できるようにする。
・お茶を点てる際に、湯が熱いので注意する。

対象 教育課程 教科名 教材名

肢体不自由教育部門 自立活動 生活単元学習
日本の文化を知ろう
茶道について

茶道の心や作法を簡単に学

んだあと、お茶を点てて、ふる

まう体験をします。

お茶を点てる道具の茶筅の

かわりに、電動の泡立て器を

使って、お茶を点てます。

電動泡立て器の回る速度が

ゆっくりで回転が強すぎず、湯

がとびはねることなく、お茶が

点てられます。スイッチは、生

徒が使い慣れた物を使います。

お茶を点てたら心を込めて丁



「学校の防災力を高める取組 

－在勤１年目から３年目までの教員を対象とした 

東京消防庁普通救命講習会実施報告－」 

 

 都立町田の丘学園では普通救命講習会を平成３０年から学校予算で実施している。 

この目的は、「児童・生徒の大切な命を守る」ことにあり「今後３０年以内に７０％

の確率で首都圏において発生する」と懸念されている首都直下型地震や、頻発する自然

災害等に対応するべく実施するものである。 

 

１ 目的  

普通救急救命講習は、学校経営計画の「安心・安全な学校づくり」の推進の下、両校

舎の常勤教員を対象に悉皆研修として位置付け、児童・生徒を大切にし、命を守る取組

の更なる充実のため毎年実施する。 

 

２ 実施日 

  第１回 令和元年８月２２日（木） 午前９：００～１２：００（山崎校舎会場） 

第２回 令和元年年１２月２６日（木） 午前９：００～１２：００（本校舎会場） 

  

３ 会場 

  第１回 都立町田の丘学園 山崎校舎プレイルーム 

  第２回 都立町田の丘学園 本校舎体育館 

   

４ 受講対象及び参加者 

（１）平成３０年度、取得残しの常勤教員 

（２）令和元年度、着任１年目～３年目の常勤教員 60 名 

  ただし、有効期限切れに対応した継続講習は実施しない。 

（３）別途希望者は対応する（私費有料） 

（４）保護者（PTA 役員、実行委員等から希望者）7 名 

 

５ 講師・指導員 

（１）東京消防庁町田消防署 

（２）公益財団法人 東京防災救急協会 

 

６ 訓練内容 

（１）普通救命講習（３時間） 

（２）ＡＥＤ、心肺蘇生法、異物除去、止血方法等 

 

７ 成果と課題 

（１）本校の多くの教員と保護者が勇気をもって命に対峙する意識と技術を共有する有

意義な機会となった。教員の認定証取得率は 62.3％（令和 2年 1月現在）。 

（２）取得率の向上と、保護者、近隣、高等部生徒についても広く取得を呼びかける。 

＜生活指導主幹 齋藤 秀樹＞ 



医療的ケア安全委員会 

１ 平成 31年度 医療的ケアを要する児童・生徒在籍状況（A部門のみ・B部門在籍なし） 

    常勤看護師１名  主任非常勤看護師１名  非常勤看護師９名 

 小学部 中学部 高等部 計 

児童・生徒在籍者 （ ）内は訪問生在籍者数 １７（１） １３（１） １９（１） ４９（３）名 

医療的ケア申請者数 ３（０） ４（０） ５（１） １２（０）名 

学
校
に
申
請
さ
れ
て
い

る
医
療
的
ケ
ア
の
内
容 

吸引 ３ ４ ３ １０名 

経管栄養（経鼻胃管） ２ ０ ０ ２名 

経管栄養（胃ろう・腸ろう） 

※胃・腸ろう部の衛生管理含む 
１ ４ ４ ９名 

気管切開部の衛生管理 ０ ３ ０ ３名 

酸素管理 １ ０ ０ １名 

申
請
外 

導尿（自己導尿） ０ ０ １ １名 

＊上記他、学校には申請していないが、自宅で経管栄養をしている児童・生徒が数名在籍している。 

 

２ 今年度のまとめ 

（１）日帰り校外行事及び宿泊行事における医療的ケア 

 日帰り校外行事に引率している看護師及び教職員が保護者に代わって吸引を実施することで、児童・生徒は保護者と

離れて教育活動に参加することができ、また、保護者付添いの時間を短縮することができている。しかし、経管栄養は

実施を受けていないため、保護者が昼の経管栄養に合わせて行事先に出向いたり、終日付添ったりするなど、時間的な

拘束や交通費等が負担となっている課題がある。更なる母子分離や保護者負担軽減を目指して、令和２年度は「保護者

付添いのうえで、引率看護師が経管栄養を実施する。」こととし、令和３年度以降は「保護者に代わって、引率看護師

が経管栄養を実施する。」こととする。段階的に安全を確認しながら、保護者付添いを減らしていく方針である。 

 宿泊行事においては、医療的ケアを実施するために引率する臨時看護師を導入し、２年目を迎えた。保護者に代わっ

て吸引や経管栄養を実施することで、一日の中で数時間保護者と離れて過ごすことは、児童・生徒にとって教育的な意

義があり、保護者の負担軽減も図ることができる。しかし、全ての宿泊行事に臨時看護師が安定して引率できる保証が

必ずしもできないことや、消灯から起床までの時間は臨時看護師がケアを実施しないことから、夜間にケアが必要な児

童・生徒の保護者は宿泊せざるを得ないという課題が残る。次年度以降も、臨時看護師の引率によって、児童・生徒の

教育保障、保護者の負担軽減を図りながら、宿泊行事において安心で安全な医療的ケアの実施し、実績を積み重ねてい

く。 

（２）医療的ケア専用通学車両 

医療的ケアを必要とする児童・生徒の通学については、スクールバス車内での医療的ケアの困難性など安全な環境確

保が難しいとして、これまで保護者の送迎に委ねられてきた。しかし、障害のある児童・生徒の自立と社会参加を目指

し、一人ひとりの能力を最大限に伸長するためには、医療的ケアの有無にかかわらず学校で学ぶ機会を整えることが重

要ということから、平成 30年度から全ての都立肢体不自由特別支援学校において、医療的ケア専用通学車両を運行し、

学ぶ機会が拡充されることとなった。車両に看護師が同乗することで、吸引・エアウエイの管理・気管切開部の衛生管

理・酸素管理が可能となり、これまでスクールバスに乗車することができなかった児童・生徒が専用車両で通学するこ

とができるようになった。しかし現在のところは、呼吸器を使用している児童・生徒は乗車対象ではないことから、引

き続き保護者の送迎に頼らざるを得ない状況である。 

 本校では、気管切開のためにスクールバスに乗車することができなかった２名が、平成３１年２月より専用通学車両

に乗車して登校することができるようになった。看護師確保が困難だったため、運行開始当初は週３日登校便のみの運

行だったが、同年６月からは週５日の運行に増やすことができた。しかし、下校便については同乗できる看護師が確保

できていないため、現在も保護者による迎えが続いている。 

次年度は、専用通学車両乗車対象の児童・生徒が多数入学することから、新車両の確保及び同乗看護師の確保はもち

ろんのこと、学校、保護者、バス会社等の関係諸機関と連携しながら、運行までの手続き等を計画的かつスムーズに進

めていく必要がある。                                  ＜色摩里津＞ 



 

令和元年度 全校に関わる教職員の研修一覧 

 

１ 服務に関する研修（５回） 

個人情報管理、就学奨励費、服務事故、人権他 

 

２ 救命救急に関する研修（３回） 

救命救急処置、心肺蘇生法プール前研修、防災教育推進事業研修（救命技能認定証取得普通救命） 

 

３ 生活指導に関する研修（２回） 

不審者対応研修、危機管理向上研修 

 

４ 進路指導に関する研修（２回） 

進路指導、キャリア教育 

 

５ 保健・給食に関する研修（５回） 

摂食指導・診断・ケース、医療的ケア、再調理実技 

 

６ 指導に関する研修（１１回） 

公開研究協議会に向けての研修（中間報告会）、教材開発、授業力向上、肢体不自由水泳指導 

 

７ 自立活動に関わる指導（９回） 

車椅子操作、コミュニケーション機器、健康安全、ＳＴ、ＰＴ、視機能 

 

８ 児童・生徒理解（２回） 

障害の理解、児童・生徒理解 

 

９ 教員によるワークショップ（１０回） 

ＡＣＴ認知行動療法について、ボッチャについて、感覚統合について、「情報」授業について、 

新学習指導要領について、「図工・美術」授業の題材・アイディア、「音楽」授業の題材・アイディア（和太鼓等）、 

「国語・算数」集団授業の作り方 

 

※研修回数については各校舎１回の場合は１回とした。 

 

＜古村 武人＞ 



 

おわりに  

副校長  中山  啓  

 

この「まちだの実践」は、昭和４８年度から本校肢体不自由教育部門（Ａ

部門）小・中・高等部、知的障害教育部門（Ｂ部門）小・中・高等部及び分

掌・委員会等における研究に関わる取り組みをまとめた研究紀要として作成

され、今回で４７号となります。本校は、複数の障害教育部門を併置する特

別支援学校として長い歴史を歩んできたこともあり、早くから独自性の高い

研究を進めてきました。  

今年度から３年間、「豊かな社会生活を送れる知識や姿勢を身に付けるため

に～学びを深める工夫「しかけ」のある授業づくり～」を研究テーマとし、

今年度はその１年目として「新学習指導要領に基づく、根拠のある授業づく

り」に取り組みました。  

今年度の公開研究協議会（令和２年２月６日、２月７日実施）では、特別

支援学校、関係施設等の方々、保護者等延べ約１００名の方々に参加してい

ただき、活発に授業実践の発表や研究報告、討議、情報交換を行うことがで

きました。  

全校テーマのもと、本校舎の肢体不自由教育部門小学部・中学部・高等部

では、各学部研究授業を通して検討を行い、講師による助言を受けながら「単

元目標達成のための主な要因」を出し合い、学習内容の明確化、支援の工夫

（しかけ）等を共通理解し、それを発表しました。また、知的障害教育部門

高等部では、「根拠のある授業づくり」のもとに、研究授業を行い、単元目標

の三つの柱が達成できたのかを検証し、それを発表しました。山崎校舎の知

的障害教育部門小学部では三つの柱の定義を「見る・聞く・伝える力」、「学

んだことを生かせる力」、「自ら考え、主体的に動く力」とし研究授業での実

践と学部での協議を行いました。また中学部では三つの柱の定義を「生きて

働く」、「未知の状況に対応できる」、「学びを人生や社会に生かそうとする」

とし研究授業と学部での協議を行い、それぞれ発表を行いました。  

今年度も多くの皆様のご指導、ご支援を賜り、この冊子をまとめることが

できました。本当にありがとうございました。  

この冊子は、公開研究会で発表しました資料の他、記録も追加いたしまし

た。決して十分な研究とは言えませんが、一つでもご参考になる点をお伝え

でき、お役に立てていただけたら嬉しく思います。また、お気づきの点がご

ざいましたらご指摘、ご指導いただけましたら幸いです。  

末筆ながら、あらためて本校の研究活動にご助力をいただいた皆様方に感

謝いたしますとともに、この「まちだの実践」第４７号について、更なるご

指導を賜れれば幸いに存じます。  

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。  
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