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・オリパラ教育充実チームの発表をさせて頂きます。
担当の前田です。

1



〇研究内容
・オリパラ教育支援プログラムでは、オリパラに係る講師を決定し、児童生徒
を対象とした講演会および体験会の企画運営をしました。

〇業務の検討内容
・新型コロナウイルス感染予防対策として、分散開催の検討
・企画、講師の選定、依頼
・予算
・当日の運営
・教育課程への位置づけ検討
以上のことをチームメンバーと検討し、決定してきました。
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〇年間計画 オリパラ事業
分散開催で、部門毎に分かれての実施だったので、A・B各部門毎に進めてい

きました。
・6月7月は、新型コロナウイルスの感染予防対策や分散登校などで大きな動き
はありませんでした。
・８月 A部門ボッチャ依頼
・９月 B部門ダブルダッチ依頼 実施までの間、都度連絡を取り合っていたの
で来校して頂いての打合せはありませんでした。
・１０月 A部門ボッチャ打ち合わせ
・１１月 A部門ボッチャ実施
・１２月～ B部門ダブルダッチの事前学習を各学年体育の時間に行いました。
・１月 B部門ダブルダッチ実施
・２月３月は、B部門ダブルダッチの事後学習として体育の時間に行いました。
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実施事業

A部門では、「生涯取り組めるスポーツ」としてユニバーサルボッチャを体験し
ました。
感染症対策として、中学部と高等部に分けて実施しました。

A部門ボッチャの成果としては、生徒に合わせたボールの投げ方、転がし方を指
導してもらえて良かったという事です。
課題としては、一日だけではなかなか生徒の実態を理解してもらいにくかった。
という事と、年間指導計画等と照らし合わせて、早い時期から計画的に予定を
たてられると、講師の日程調整をスムーズに行える。という２点が挙げられま
した。
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B部門では、スポーツへの関心を高めるために世界選手権優勝者を招き、ダブル
ダッチのプロの演技を鑑賞して体験もしました。
感染症対策として、１時限ごとに各学年で鑑賞と体験をしました。

B部門ダブルダッチの成果として、普段見れないような世界でも活躍するプロ
チームによるパフォーマンスを見て臨場感を味わうことができました。
課題として、もっと多くの生徒が体験するために、もう少し長く時間を設ける。
ということと、生徒によっては音の刺激が強かったので、少しずつ音を大きく
するなどの工夫が必要だった。という事です。
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〇教育課程の検討結果
・新型コロナウイルス感染症予防の対策をする場合には、保健体育・HRや総合
の１時限で終われる科目で調整できると考える。

・感染予防対策がなく、全校で集まれる場合には、生活単元・総合的な探求の
時間や特活の2時限で調整できると考える。
※保健体育を2時限確保してしまうと運動量の確保が難しくなる。
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〇成果と課題から考えられる 次年度への引継ぎ
成果として、
・A部門、B部門別々に行ったことで、児童・生徒の実態に合った競技を見る
ことができた。
・児童・生徒が参加できるプログラムだった。
以上２点を踏まえて引継ぎとして、
・新型コロナウイルスが終息した場合、新体育館で広くなったので、知肢併置
校を生かしてA・B部門一緒に開催できるとよい。と考えられます。

以上、オリパラ教育充実チームのチーム報告とさせて頂きます。
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自立活動充実チームの発表を行う芋川です。よろしくお願いします。

1



自立活動充実チームの研究の概要は、
・学習指導要領に定められている
「自立活動」についての目標や内容の確認をする。
・学習指導要領解説にある「流れ図」を作成する。
・今後「流れ図」が活用できるようにするための課題や工夫点を洗い出す。
の三点になります。
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研究の流れは、
7月に今年度の計画の確認、9月に学習指導要領の「自立活動」についての説明
および「流れ図」についての説明、10月、11月、1月には、B高の先生方5名に
作成していただいた流れ図についての検討を行いました。
また、1月には、流れ図作成についての課題点などの意見交換を行いました。
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まずは、簡単に「自立活動」の説明を行います。
「自立活動」とは、特別支援学校の教育課程において、特別に設けられた指導
領域です。この自立活動は、授業時間を特設して行う自立活動の時間における
指導だけでなく、学校の教育活動全体を通じ行うものとなっています。
「自立活動」の目標は、「個々の児童又は生徒が自立を目指し、障害による学
習上又生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識、技能、態度
及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う」と定められていま
す。
「自立活動」の内容は、１ 健康の保持 ２ 心理的な安定 ３ 人間関係の
形成 ４ 環境の把握 ５ 身体の動き ６ コミュニケーションの六区分に
なっており、学習指導要領ではさらに細分化された27つの項目も記されていま
す。
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次に、流れ図の説明をします。流れ図は、「実態把握」から、「具体的な指導
内容の設定」に至るまでの流れ図を記した図です。
お手持ちの資料をご覧ください。
大きな流れとしては「実態把握」をし「課題の整理」をし「指導目標」をた
て、「指導内容」を設定する、というものになっています。
「実態把握」をする段階で、
障害の状態、発達や経験の程度、興味・関心、学習や生活の中で見られる長所
やよさ、課題等について情報収集
→収集した情報を自立活動の区分に即して整理し
→次に、収集した情報を学習上又は生活上の困難や、これまでの学習状況の視
点から整理します
→さらに、収集した情報を将来像を見据えて整理します
次に実態把握で整理した情報から課題を抽出し、
課題が同士がどのように関連しているか整理し、中心的な課題を導き出しま
す。

課題を踏まえ、指導目標を記し、目標を達成するために必要な項目を選定し、
項目と項目を関連付け、具体的な指導内容を設定することになります。
これが流れ図の内容となります。
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実際に、この流れ図を作成していただいた先生方に、アンケートを取り、「流
れ図」を作成、あるいは活用する際の課題について、考えました。
アンケートの結果について、お伝えします。
① 自立活動の指導に生かすことが出来たかの質問では、Yes 3/5 わからな
い 2/５でした。 【Yes】の方からは、・対象生徒の実態を書き起こすこと
で、現在置かれている状況と課題を見つめなおすことが出来た。・やるべきこ
とが整理された。 との意見がありました。【わからない】の方は、・指導者
側の考えや生徒の課題が整理されて目的が明確化される一方、作成者の主観的
な考えのみが反映させるところが気になる。高等部で初めてこれをつくるので
はなく、小中時から継続した作成が必要。・これを生かすためには、実際の取
組と合わせて時間が必要。 との意見でした。
③記入が難しい箇所では、実態における自立活動の項目分け ・指導内容の
関連付け ・最終的な課題の決定（様々な要因を複合的に併せ持っているた
め） でした。
④ 感想としては、生徒の特性や課題に新たに気づくことができ、良かっ
た。・作成したものを何回か見直すと流れに沿っているので、きちんと指導し
ていけば成果も出るのではないか。
とありました。
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今後、「流れ図」を使用するにあたっての課題と工夫として、・自立活動の項目分けが分
かりにくい。自立活動の６区分と具体的な指導内容の項目間の 関連付けが難しい。とい
う課題については、⇒6区分における自立活動の指導内容の作成が必要だと考えています。
今年度も、参考資料となるものがあり、その資料があることで、6区分の項目分けが行いや
すかったとの意見もありました。・課題の設定が主観的なものにならないか不安である。
という点については、⇒流れ図作成した後、それをベースに、クラスやグループで内容を
共通確認し、修正を図ることが必要と考えています。
・また、今回知的障害教育部門の先生方に流れ図を作成していただきましたが、知的障害
教育部門では、集団指導が多く、重重クラス以外は「自立活動」の時間もないために、児
童生徒の実態から課題をみつけ、指導目標を設定し、指導内容を決定するという経験自体
が、教員も少ないように思います。実態把握の仕方、課題の見つけ方、指導目標や指導内
容の立案など、学んでいく必要を感じており、研修会を実施したり、自立活動の流れ図の
参考例の収集をするなど、工夫が出来ればと考えています。
今後、来年度の流れ図に活用については、企画調整会議で提案予定にしています。今年度
の自立活動充実チームの研究により、今後の「流れ図」活用にあたっての課題が整理でき、
「流れ図」の土台作りを担うことができたと考えています。これで、自立活動充実チーム
の発表を終わります。
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チーム研「ICT活用チーム」の報告をします

メンバーはA部門 井藤T 小島T B部門 三ヶ田T 石田T 宮永T 辻村T
高水T そして発表者 正保 です
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研究内容は
「昨年4月、5月の休校期間中のzoomを活用したリモート授業の検証」
「学習場面におけるICT機器の活用の実態調査」
「ICT機器使用における、本校教職員からの要望の取りまとめ」
「ICT機器の活用方法の取りまとめ」
となります。
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研究日程は、このように進めてきました。
これ以外にも、アンケート集約等を分担して行いました。
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休校期間の、ZOOMによるリモート授業の集約です。

この様に、各学部、学年とも、おおむね平均した参加者数がありました。
人数の多い学部、学年は2回に分けて行う等、工夫されました。

※B高1年生に関しては、後半のデータが残っていないので、非表示となって
います。
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オンライン授業の学習内容は、お互い取扱いに慣れていないこともあり、手
探りでしたが、主に朝の会やホームルームを20分程度行いました。

活動例として、出欠確認、簡単な体操、理科の実験、手洗い指導、教員紹介
などを行いました。
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リモート授業の成果と課題です。

お互いに手探りの中はじめられたリモート授業ですが、ネット回線の細さや
操作に不慣れなこともあり、十分な学習効果を得るのは難しかったと思いま
す。

また、障害の重い生徒にどう対応するかという課題も見えてきました。

詳しいアンケート内容は後程、レジュメを見て確認してください。
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リモート授業の今後として、統合型学習支援サービス、マイクロソフト３６
５エデュケーションというシステムを利用した「TOKYOスマート・スクー
ル・プロジェクト」が令和2年11月から進められています。

時間の都合で詳しい説明は省略しますが、少なくとも今まで述べたリモート
授業の不具合はかなり改善されると考えられます。

ただ、特別支援学校で、これをどう活用するかは、今後、研究を進めていく
必要があります。
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続いて、ICT機器に関するアンケート集計を発表します。

まず、新校舎に関するアンケートですがこのようになっています。

総じて、Wi-Fi環境に関する要望が多くなっています。
また、物品の不足、移動の大変さから、特別教室等にプロジェクター等を常
設してほしいという意見も多くありました。
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続いて、ICT機器ごとの使用頻度を学習場面ごとに集約してみました。

電子黒板、プロジェクター、スクリーン、iPad、ICTパソコン、音響設備、
その他 やはり視覚支援機器やiPadの使用率が高いことがわかります。
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続いて、各部門、学部ごとのICT機器の使用頻度です。

アンケート回答数にも差がありますが、A部門小学部のICT機器使用率が非常
に高いことがわかります。

特にiPadはどの学習場面でもほぼ毎日活用されているのがわかります。
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続いて、新校舎のWi-Fi環境です。（このような機器）常設の無線ルーター
は現在、２階PC室、３階PC室の２か所だけに設置されています。

電波強度を調べたところ、安定して電波が届く範囲は、オレンジで示された
部分になります。

外部からのアクセスを遮断してセキュリティーを高めるために、意図的に電
波を弱めてあるのも原因です。

不便ではありますが、現状では移動式の無線ルータか有線でICTネットワー
クにつなぐ必要があります。
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成果と課題です。

アンケート集約等でデータを取り、何が必要で何が課題かを知ることは重要
です。ICT機器を活用するために、情報教育部（来年度は総務部？）と連携
して充実を図っていきたいと思います。

また、iPadが活用されていますが、Wi-Fi環境が整っていない、また、ICT
サーバに接続できない仕様のため、使いづらい面もあります。そのため、端
末内にデータを残してしまうというのが課題となっています。

また、リモート授業から発展した、統合型学習支援サービスは、今後、都の
推進により、更に普及が進みます。
しかし、特別支援学校での活用には課題も多く、研究が必要となっていくと
思われます。

来年度以降も、この様ないくつかの研究課題を継続していければと考えま
す。

以上、ICT活用チームの研究発表とさせていただきます。
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これから チーム研「芸術推進充実チーム」のほうこくをはじめます。

1



今年度の研究内容は、芸術教育の質を高める方法についてです。私たちは、
この課題に対し、一番不可欠なものは「専門以外の教員でも芸術教科に深い
理解があること」である。と考えました。そのため、特別支援学校におい
て、誰もが担当しやすい芸術系教科の在り方を考えチームとしてアイデアを
出し合うことでこちらのテーマを研究しました。業務内容としてはアンケー
トを実施し、教員の芸術系教科に対する意識調査を行いました

2



B部門高等部教員を対象に行ったアンケートについてご説明いたします。芸
術教科に対する意識に関する質問3つに対し選択式、自由記述式のアンケー
トを行いました。 今からこちらの集計結果についてご説明します。

3



１番の質問①専門外の芸術系教科をもつことへの不安はありますか？に関
してはこのような結果となりました。約80パーセントの方があると回答して
います。

4



理由としては、専門知識がないことが一番に挙げられていました。指導要領
を読んでも、どのような活動をすれば目標が達成できるのかわからない、例
えば光の三原色の指導など、が特に難しい。といった意見がありました。
また実技科目は授業準備にじかんがかかることが挙げられていました。
コロナにより音楽の歌唱などが制限されていることも、ふあんのひとつでし
た。
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2番の質問「不安を解消するために、どのような取り組みが必要ですか」に
関してはこのような結果となりました。多くの方が教材やシラバス、専門知
識を持つ者の助言を挙げていました。

6



理由としては教材やシラバスの整備について多く寄せられていました。
中でも環境整備に関しては、教材や教具を充実させ、誰でも使いやすいよう
に整備する。道具の貸し出しや場所について、年度当初に詳しく説明がある
といいという意見がありました。
また教材に関して、伴奏のCDや、美術で今まで使った手順書や教材集を常
に使えるように常設してほしいとの意見がありました。
シラバスや教材に関して、専門教員に授業の題材ややり方をサポートしてほ
しい、レベルに応じた教材や自助具 、何年生が何をやるか決めてほしいと
の意見がありました。
また、その他の意見としては
・専門性やアイデアの共有。
・STの数を増やして支援体制を強化。
・他学年の応援をもらって、専科教員が授業を行う。

・専門教員や外部専門家が授業に入ってくれるといったことが挙げられてい
ました。
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③の質問専科教員や教科会への要望はありますか？では、半数近くの方が
物品の整理についてあげていました。

8



意見としては、物品、教材の場所、教室の使い方が分かりづらいので、年度
当初に担当者を集めて確認できるようにしてほしい。
物品の数が限られているため、色鉛筆や絵の具など生徒個人持ちの物が必要
ではないか。
その他の意見としては、未経験のMTに丸ごと投げるのは厳しい。学期前
に、美術や音楽の担当者で集まり、どのようにやるか、行事の確認なども含
めある程度話し合いがあるとよい。
専門性を持っている教員がやるべきである。という意見が寄せられていまし
た。
以上がアンケートの集計結果となります。
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今回の研究の成果と課題についてです。
今回のアンケートを行ったことで、約八割の方が不安や苦手意識を感じてい
ることが分かりました。
早急に、対応していくことが課題と考えられます

10



最後に、次年度の取り組みについてです。特に、題材や指導方法について
の、サポートが必要と考えます。 次年度の取り組みとしては 展示場所の
増設、HPの充実、教材集の活用、制作手順等の共有が挙げられます。 さ
らに教材集は、現在研修研究部の方で電子データ化が進んでおり、タイトル
から検索できるようになっております。ご活用ください。

そして環境整備の徹底が必要になります。物のみえる化、貸出簿の再確認、
補助教材費を年度当初に確認し活用していくこと、道具の購入や使い方につ
いて、年度当初に担当者で話し合うことが考えられます。

この二つの点について改善することで、苦手意識が改善され、よりよい芸術
教育を展開できると考えます。次年度は教科会と協力して、今回出た意見を
もとに、こちらの課題改善に取り組みたいと思います。 以上で芸術推進充
実チームの発表を終わります。
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これから「図書コーナー充実チーム」の報告を始めます。
発表者はA小島本です。よろしくお願いします。

1



図書コーナー充実チームでは、読書活動の充実を図るために3つの取り組みを行
いました。（改ページ⇒）活動は次に示す年間計画に沿って行いました。

2



3



1つ目の取り組みは「図書コーナーの整備」です。

4



図書コーナーの整備のテーマは ☑ 「行きたくなる図書コーナー作り」です。

5



まずは書籍の整理をしました。年度当初までの南校舎3階図書コーナーの状態を
覚えていらっしゃるでしょうか？破れたもの、本校の児童生徒の実態に合わな
いような難しい内容の本が多くありました。 ☑ 臨時休校期間を使い、およ
そ半分に減らしました。

6



つぎに読書活動を積極的に行っている先進校の実践について学びました。

7



コロナ禍で視察の難しい学校からは ☑ 資料をいただくなどしました。 ☑

各校の取り組みの中から、 ☑ 本校でも取り入れられそうなもの、 ☑ 取
り入れたいものをピックアップしました。 ☑

8



図書の分類についてはいろいろな方法がありますが、児童生徒の実態に合わせ
て、今回の分類としました。 ☑ 数年後の校舎完成を視野に入れて、管理方
法等については山崎校舎の担当者と密に連絡を取り合い、統一しました。 ☑

余談ですが、物品の購入等についても両校舎で一括して予算申請を行い、教員
や企画室の業務軽減につなげることができたのではないかと思います。

9



本は6色のシールと番号を使い、☑ １２に分類されています。

10



棚には一目でわかるように ☑ 分類番号と色を表示しています。探すときの
手掛かりにしてください。また背表紙ではどんな本なのかわかりにくいので表
紙が見えるよう ☑ ディスプレイできる本棚にしていきます。

11



ご覧の場所へ図書コーナーを新たに作ります。南校舎3階の図書コーナーも、引
き続き設置しています。
新しい図書がたくさん届き、猛スピードで準備を進めています。テプラ等のラ
ベル貼りはB高生徒が行ってくれました。

12



貸し出しについてです。 ☑ たくさん読んだ児童生徒を表彰したり、人気の
ある本を知ることにつながると考えています。また本の返し忘れや紛失防止に
もつながりますので、本を借りる際には必ずご記入ください。

13



2つ目の取り組みは「読書活動の推進」についてです。

14



テーマは ☑ 「本に触れるきっかけを作ろう」です。

15



なんといっても、読みたくなるような本があることが必須です。 ☑ 100冊以
上購入し、準備中です。楽しみにしていてください。

16



本校では長い間、図書室が整備されておらず、貸し出し等もされていませんで
した。 ☑ 図書コーナーを利用してもらえるよう利用動画を作成し、全学部
のiPadに動画を入れてあります。 ☑ 今年度中に各クラスで視聴して、 ☑

まずは1度図書コーナーを利用してみてください。

17



そうは言っても、 ☑ 本を読みたくても短い休み時間に ☑ 図書コーナー
まで行くことができない児童生徒もいると思います。本をワゴンに載せ、教室
近くに行く「移動図書コーナー」を計画しています。 ☑ 予算申請済みです
ので、準備ができ次第実施する予定です。

18



表彰されることでもっとたくさん本を読もうと思う子、表彰を耳にすることで
本を読んでみようかなと興味をもつ子、様々だと思います。 ☑ 表彰は読書
活動への関心や意欲を高めるための ☑ しかけのひとつと考えています。

19



文字を読めない児童生徒には聞く読書がおすすめです。デイジー図書というも
のです。 ☑ 音声と一緒に本の絵や写真、文字が表示され、読み上げている
箇所の文字の色が変わります。 ☑ 文字が読めなくても、ページがめくれな
くても、一人で本を読むことができます。

20



今年度は試行として、B高の国語の授業で活用しました。普段は落ち着かない
生徒もいるクラスだそうですが、どの生徒も集中して授業を受けられている様
子でした。
教員があらかじめ操作方法を理解しておけば、スムーズに導入ができ、他校の
実践からも、授業や余暇活動での利用をして読書の幅が広がりそうです。

21



3つ目は「教育課程への位置付けの検討」です。

22



テーマは ☑ 「図書コーナーを利用した、学習活動の展開」をどのように推
進するかです。

23



授業で図書コーナーをどのように活用できるか、先生方にアンケートを行い、
アイデアをいただきました。

24



アンケートには各学部から ☑ たくさんの意見やアイデアをいただきました。

25



その中から ☑ 、教科毎に取り組んでもらうものを整理しました。

26



来年度の学習活動で ☑ 図書コーナーを有効に活用していただけたらと思い
ます。☑

27



最後に今年度の成果と課題です。☑ 一番の成果は、図書の存在を知ってもら
えたことです。☑ ☑ 課題としては、年度途中からできたチームのため、
十分に、とはいかなかった図書コーナー作りを引き続き行っていくことです。
☑ 図書コーナーの利用が定着し、常に子供たちが利用する図書コーナーにな
るよう、今年度の取り組みをこの発表をもって次年度に引き継ぎたいと思いま
す。

28



次年度の図書担当部署では、 ☑ バーコードリーダーを使った貸し出しシス
テム、ミニイベントの開催などにより、読書活動を盛んにし、読書の種をたく
さん蒔いて欲しいと思っています。以上で図書コーナー推進チームの発表を終
わります。

29
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