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研究主題

「一人一人の教育的ニーズに応じた授業づくり」
～自立活動における個別学習の指導を通して～
１

主題設定の理由
道川分教室では昨年度までの２年間、朝の活動・朝の会を通して「人との関わりを広げる授業づ
くり」に取り組んできた。自分の気持ちを表し、伝える姿を目指した児童生徒個々のねらいを設定
し、指導内容・方法についての評価・改善を積み重ねることで、感情の表出や自発的な動きなど、
児童生徒の変容に結び付いた。集団学習の意義や活動を継続することの重要性について確認するこ
とができたが、児童生徒個々の実態把握や目標設定等が担任や学習グループ担当者に任され、全職
員で共有しきれず、朝の会以外での学習に生かすことができなかったという課題が挙げられた。
本分教室では自立活動を中心とする教育課程を編成しており、個別指導の形態による個別学習の
時間が多く行われ、全ての教育活動の基盤ともなっている。これまでは個別学習の指導に関する実
態把握や目標、指導内容の設定、授業実践の過程を担任一人で担ってきた。昨年度の課題を踏まえ、
さらに個別学習と他の学習との関連を深めていくためにも、チームや職員全員で協力・連携しなが
ら個別学習の授業づくりを行う体制づくりが必要である。担任だけではなく複数の教師で連携し、
意見交換しながら、的確な実態把握や卒業後の目指す姿、教育的ニーズを明確にした上で目標設定
を行い、自立活動の項目と関連付けた指導計画を作成していきたい。
さらに、児童生徒が主体的に活動するための分かりやすい状況づくりである道川分教室における
４つの観点「言葉掛け」「姿勢づくり」「教材・教具の工夫」「授業展開」を意識した授業づくりに
取り組む。
チームで個別学習を支える工夫を行い、教育的ニーズの明確化から指導計画立案・実践までの手
続きを見直し、評価と授業改善を積み重ねることで、児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた個
別学習の指導ができるのではないかと考え、本主題を設定した。

２

研究仮説
複数の教師によるチームで個別学習を支える工夫を行い、教育的ニーズの明確化から指導計画立
案・実践までの手続きを見直し、評価と授業改善を積み重ねることで、児童生徒一人一人の教育的
ニーズに応じた個別学習の指導ができるのではないか。

３

研究方法

(1)授業づくりをチームで支えるための工夫
・道川分教室としての教育的ニーズの捉え方、自立活動の項目と関連付けた指導計画作成までの
手続きの仕方について検討し、全職員の共通理解を図る。
・３つのチームを編成し、チームごとにケース検討会を実施して児童生徒の実態把握を行い、卒
業後の目指す姿、個々の教育的ニーズを押さえ、自立活動の流れ図を活用しながらめあてや手立て、
指導内容を考え、授業づくりを進める。また、全職員で情報を共有・検討する機会を設定する。
・チームごとに授業づくり検討会を実施し、各自の個別学習の授業を見合ったり意見交換したり
しながら、授業改善を進める。
・発達アセスメントＭＥＰＡ－Ⅱをチーム内の複数の職員により実施し、実態把握に役立てる。
・授業評価記録用紙について、個別学習の授業で活用し授業改善に生かすことができるよう、様
式や活用方法を工夫する。
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(2)ケース検討会(児童生徒一人につき年３回実施)
・チームで実態把握を行い、個々の卒業後の目指す姿と教育的ニーズを押さえ、自立活動の流れ
図を活用しながらめあてや手立て、指導内容を考え、授業づくりに生かす。
①５月～児童生徒一人一人の実態、卒業後の目指す姿、教育的ニーズ、目標等について話し合
い、確認する。それを受けて自立活動の流れ図を作成し、個別の指導計画作成に反映
させる。
②８月～年度当初に確認した児童生徒一人一人の実態、卒業後の目指す姿、教育的ニーズ、目
標等が適切であったかを見直すとともに、支援が適切であったかを話し合い、２学期
以降の指導に生かす。
③２月～児童生徒の様子や一年間の変容を基に評価・確認し、次年度に向けての方向性につい
て検討する。
(3)授業づくり検討会（年４回、チームごとに随時実施）
・ケース検討会で確認した、児童生徒一人一人の実態、卒業後の目指す姿、教育的ニーズ、目標
を基に、個別学習の目標、指導内容等の検討を行い、チーム内で意見交換をしながら授業づく
りを進める。
・個別学習の様子をビデオ撮影しチーム内で見合って意見交換を行う。
(4)授業研究会
・個別学習の授業提示及び研究協議会を通して、教育的ニーズに応じた授業づくりについて協議する。
・外部専門家や分教室以外の職員による助言や外部評価を得て、より専門的、多角的に指導内容
・方法を検討する。
(5)自立活動学習会及び教材・教具研修
・校内外の人材を活用した自立活動や教材・教具についての研修を実施し、専門性の向上や日々
の授業改善に生かす。
４

全体構想図
児童生徒一人一人の生命及び人権を尊び障害の特性や状態、発達段階に
学校教育目標

応じた適切な教育を行い、その可能性を最大限に追求して自立と社会参加
を目指すとともに、明るく豊かな心をもった人間の育成に努める。
○児童生徒の減少を見据えた分教室の今後の在り方の検討
○児童生徒の実態に応じた教育課程の編成

分教室重点事項

○職員一人一人の指導力と専門性の向上
・外部人材を活用した授業研究会及び研修会、スイッチ教材研修会等の
開催及び情報発信
○病弱教育に関する情報収集・提供及び小・中学校等のニーズに応じたセ
ンター的機能の推進

研 究 主 題

「一人一人の教育的ニーズに応じた授業づくり」
～自立活動における個別学習の指導を通して～

５

研究の実際

(1)道川分教室における教育的ニーズの捉えの検討・共通理解
道川分教室の児童生徒は、全員が独立行政法人国立病院機構あきた病院重症心身障害児（者）病
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棟に入院しており、卒業後も入院を継続する。児童生徒が卒業後、それぞれの病棟で豊かな生活を
送ることができるようにしていくことが道川分教室の大切な役割である。そのために、これまでキ
ャリア教育の視点から児童生徒一人一人の「卒業後の目指す姿」を考え全職員で確認してきた。
今年度は、研究主題「一人一人の教育的ニーズに応じた授業づくり～自立活動における個別学習
の指導を通して～」の推進に当たり、卒業後の豊かな生活に向けた児童生徒の「教育的ニーズ」を
明確にし、目標や指導内容の設定に生かしていきたいと考えた。他校の取組を参考にしながら協議
を重ね、道川分教室における教育的ニーズを次のように捉えることとし、全職員で共通理解した。
＜道川分教室の教育的ニーズの捉え＞
〇児童生徒の卒業後の豊かな生活（児童生徒の卒業後の目指す姿）を実現するために、学校教育の
場や時間において必要なこと。
〇児童生徒本人の願い、保護者の願い、教師の願い、社会の要請等を総合的に考案した結果として
導き出されるもの。
〇児童生徒の卒業時（各学部の卒業時）までを見据えた、長期的視点で考える。
＜教育的ニーズを導き出す際の３つの視点＞
①本人の願い、保護者の願い、教師の願い、社会の要請を踏まえたものになっているか。
②学校教育という場や時間において、実行の可能性（できることか）、緊急性（やらなければなら
ないことか）、必要性はあるのか（やったほうがいいことか）。
③児童生徒の社会生活への参加につながっていく内容になっているのか。
＜教育的ニーズを導き出す手順＞
①児童生徒本人（分かる場合）、保護者、担任の願いを踏まえて考える。
②児童生徒の「卒業後の豊かな生活（卒業後の目指す姿）」を考える。
③「卒業後の目指す姿」の実現に向けて必要なこと（「必要とされる姿(力)」
「育てたい姿(力)」
）と
して具体的に考える。
・担任が上記の視点から「教育的ニーズ」を提案し、ケース検討会において複数の教員で３つの
視点でふるいにかけ、検討しながら、児童生徒一人一人の教育的ニーズを導き出す。
（別紙：ケース検討会Ⅰ記録用紙に記入する）
⇒
・ケース検討会まとめの会で一人一人の「教育的ニーズ」を発表し、全職員で検討・確認する。
⇒
・自立活動の区分・項目と関連付けながら個別の指導計画を作成し、計画にそって授業を展開する。
＜引用・参考文献：秋田大学教育文化学部附属特別支援学校研究紀要第44集(2018)＞
(2)自立活動の流れ図の作成と活用
児童生徒の実態把握を行い、卒業後の目指す姿、個々の教育的ニーズを押さえ、指導目標や手立
て、指導内容を考えた。今年度は自立活動の流れ図を作成し、授業づくりを進める上で活用するこ
とにした。流れ図は、平成３０年３月発行の特別支援学校教育要領・学習指導要領解説自立活動編
（幼稚部・小学部・中学部）２８ページに掲載されている「図２

実態把握から具体的な指導内容

を設定するまでの流れの例（流れ図）」を参考にし、卒業後の目指す姿、教育的ニーズも記入する
等道川分教室としての様式を検討した。研究部で、例示として抽出した児童生徒の流れ図を作成し、
自立活動学習会を実施して記入の仕方を説明し、全職員で確認した。それを受けて、チームごとに
授業づくり検討会を実施して児童生徒一人一人の流れ図を作成した。併せてチームごとに発達アセ
スメントＭＥＰＡ－Ⅱを実施し、実態把握に役立てた。
実際に流れ図を作成していく中で、各チームから記入の仕方について課題や疑問点が出された。
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そこで再度自立活動学習会を実施し、問題点について協議し、解決を図った。
流れ図は情報量が多く、チームでの検討・作成に時間がかかり、完成したのは夏季休業中となっ
た。今年度は時間的に、年度当初の個別の指導計画や年間指導計画作成に活用することはできなか
ったが、完成した流れ図をチーム内で見合い、目標や指導内容、自立活動の項目との関連等につい
て確認し、個別の指導計画や年間指導計画について見直し、２学期以降の授業づくりに生かした。
(3)ケース検討会と授業づくり検討会
授業づくりを進めていくチームは、同じまたは近い病棟の児童生徒の担当教員で、普段から児童
生徒の様子を見合ったり意見交換をしたりしやすいよう考慮し編成した。「小・中学部チーム（児
童４名、教員４名）」「高等部１階チーム（病院１階の病棟の生徒４名、教員４名）」「高等部２階
チーム（病院２階の病棟の生徒５名、教員６名）」の３チームである。ケース検討会と授業づくり
検討会を軸に、年間を通してこのチームで話し合いを行った。
①ケース検討会（３回実施）
・第１回では、児童生徒一人一人の実態、教育的ニーズ、卒業後の目指す姿、目標、支援の在り
方等について話し合い、共通理解を図った。自立活動の流れ図を作成する前段階として、平成
２１年６月発行特別支援学校学習指導要領解説自立活動編（幼稚部・小学部・中学部・高等部）
１０ページの図１を基にした記録用紙に記録した。また、ケース検討会まとめの会を設定し、
一人一人の教育的ニーズをチーム内だけでなく全職員で確認した。
・第２回では、１学期の変容、成果と課題について確認し、２学期に向けた改善点について話し
合った。また、作成した流れ図と個別の指導計画を照らし合わせ、修正すべき点があるかを確
認した。
・第３回では、児童生徒の様子や一年間の変容を基に評価・確認し、次年度に向けての方向性に
ついて検討した。流れ図についても来年度当初から活用できるよう見直しを図った。
②授業づくり検討会（５回実施、必要に応じてチームごとに随時実施）
・第１回では、最初のケース検討会を受けて作成した個別学習の年間指導計画の目標、題材構成、
指導内容について検討した。更に、７月の指導主事計画訪問時の提示授業の内容について意見
交換し、指導案作成に生かした。指導案に基づく事前授業の参観を一部職員が行い、第２回で
指導案の再検討を行い、授業改善を図った。
・第３回では、指導主事計画訪問の指導助言を受けて今後の方向性について話し合った。また、
２学期に３回実施する授業研究会（各チームから１授業提示）の方向性について話し合った。
期日設定の関係で、本来ケース検討会で実施すべきだった自立活動の流れ図をここで作成した。
自立活動学習会での検討を受け、ケース検討会Ⅰの記録を生かしながら作成に取り組んだが、
時間のかかる作業であり、夏季休業中も含め各チームで複数回時間を設定して完成させた。
・第４回は、個別学習の様子を撮影したビデオ参観によるチーム内でのミニ授業研究会として実
施した。個別学習は一対一で実施する事が多く、お互いに直接見合う機会が少ないため、ビデ
オで実際に授業の様子を見合うことは、複数の目で授業を評価し改善につなげるための有効な
機会となった。ビデオ参観後に各自が授業評価記録用紙に記入した上で話し合いに臨むことで、
お互いの評価を確認しながら協議内容を深めることができた。
・第５回は、研究紀要執筆に向けて、チームの取組の成果と課題について話し合った。
(4)授業研究会
・各チームから一つの個別学習の授業提示をし、３回の授業研究会を実施した。授業は、授業づ
くり検討会等でチームで検討を行った上で提示した。ワークショップ型研究協議を行い、外部
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専門家の助言や分教室以外の職員からの意見、授業参観後に提出される授業評価記録用紙に記
入された評価や改善点を、その後の授業改善に生かすことができた。
(5)自立活動学習会
・専門性の向上と授業づくりに役立てることを目的として７回実施した。内３回は自立活動の流
れ図に関する内容で実施し、流れ図の作成と活用に結び付けることができた。
(6)教材・教具について
①教材・教具研修会
児童生徒の活動意欲につながり、自発的に取り組みやすい教材・教具を製作し授業に活用す
ることと、専門家から作り方の指導を受け、教師の製作意欲につなげることをねらいとした。
秋田県立大学本荘キャンパス創造工房を会場とし、秋田県立大学システム科学技術部准教授
髙山正和氏を講師に、年２回（７／２４、１２／１１）実施した。
ア．実施にあたって
職員にアンケート調査を実施し、授業で活用しやすい教材を製作したいという点を考慮し
て、研修会を計画した。
製作した教材・教具（７月・１２月）
名称 じゃんけんルーレット

はてなボックス

ＡＣリレー

ＶＯＣＡ（外付スイッチ付）

写
真

イ．研修内容
製作物の難易度に合わせて、１人あるいはグループ製作とした。事前に講師の先生に授業
での活用方法や改良したいポイントを伝えて、担当する児童生徒に合わせてカスタマイズ
できるような教材づくりを目指し相談しながら進めた。はんだ付けや配線図のつなぎ方等
の手順表やレジュメを準備していただき、あとはグループのメンバーで確認したり教え合
ったりしながら取り組んだ。
研修の回数を重ねてきた職員は教材の製作に慣れてきており、自主的に準備から製作ま
で取りかかったり、教え合ったりする様子が見られた。また、以前製作した物の修理を自
分達でできるようになり、自信にもつながっているように感じた。
②教材・教具の紹介
日々の授業で作成・使用した教材・教具を、授業者や製作者が様式に沿ってまとめ、教材・
教具集を作成した。教材のねらい・使い方、材料や作成の工夫、児童生徒の使用している様子
等を本分教室のホームページで紹介し、重度・重複障害教育に関する実践の情報発信に努めた。
また、職員間で回覧するとともに資料としてファイルしておくことで、職員同士で参考にし、
アイデアを活用できるようにした（資料３参照）。
６

各チームごとの実践
各チームの実践について、授業研究会で提示した個別学習の授業づくりの取組を紹介する。
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(1) 小・中学部チームの実践（児童Ａの個別学習の授業づくり）
①実態把握、卒業後の目指す姿・教育的ニーズの検討、流れ図の作成、授業づくり
（ケース検討会Ⅰ、授業づくり検討会Ⅰ～Ⅲより）
＜実態＞
・小学部６年女子、経管栄養、今年度小学部第６学年に入学。
・座位は取れず常に寝た状態。顔は左側を向き右目で見ていて、視野は限られる。
・手や腕を、ある程度自分で動かしたり開いたりできる。右手は親指を動かせる。
・周囲が何をしているか気になり状況をよく見ている。話し掛けられることを期待し、人が近付
くと笑う。名前を呼ばれると顔を動かすが、声は出さない。
・自分の気持ちを表情や手の動きで表現する。やりたいことには手足をばたつかせる。嫌なこと
には口をへの字にしたり口をすぼめたりしてやろうとしない。
・楽しいと興奮しすぎて疲れてしまうことが多いが、見通しがもてると、興奮することなく落ち着
いて活動に臨むことができる。
卒業後の目指す姿
教育的ニーズ（各学部の卒業時を想定して）
・体調を維持し、療育活動や行事に興奮しすぎ ・少しずつ様々な経験を積み重ね、見通しをもっ
ずに安定して参加し、楽しく生活している。
て落ち着いて学習や生活ができる。
・気持ちの表現が相手に伝わりやすくなり、様 ・表情等から気持ちを汲み取って教師が代弁し、
々な人に声を掛けてもらい生活している。
様々な人に気持ちが伝わるようになる。
中 心 課 題
・やりたくないとき等、嫌な顔をしたり視線や手の動きなどで訴えたりするが周囲には分かりに
くく、思いが相手に伝わらないことが多い。
・教師が気持ちを代弁・説明し、周囲もそれを読み取り理解できるようにするとともに、手の動きや
視線、表情、声等を手段として、自分から意思や感情を相手に伝えることができるようにしたい。
指 導 目 標
・手の動きや視線、表情、声等で自分の感情を伝え、周囲の人とのやりとりを楽しむ。
指 導 内 容
・曲に合わせて声を出したり、返事をしたりする。
・周囲とやりとりをし、表情や手の動き・視線で自分の意思を伝えようとする。
・ひもを引っ張ったりスイッチを動かしたりして、手を動かすことで物が変化することを知る。
②１学期の評価と改善点（ケース検討会Ⅱより）
４月からの取組と変容
・４月は何事にも興奮して笑っていた。嫌なことでも笑っていたが、次第に落ち着いて物をよく
見るようになり、自分の意思を表情や手の動きで表出するようになってきた。いろいろな経験
をする中で、嫌なことには、口をすぼめるなど気持ちを伝える様子も見られるようになった。
・自分なりの見通しをもち、やりたいことを自分の中で決めているところもあるため、やりたいこと
でないときに嫌な顔をし活動しない場面も出てきた。やりたくないときの対応の仕方を考えたい。
今後に向けての改善点
・好き、嫌いを分かりやすく表せるように、やりたいことを二者択一で選ぶ場面を作り、自分で
選ぶことが出来るようにする。自分で選んで活動することを定着させる。
③指導の実際（第２回授業研究会（１１月２３日実施）より）
ア．題材名
動かしてみよう・聞いてみよう～絵本を読もう～
イ．題材のねらい
・絵本やゲームで教師とのやりとりを楽しみ、声を出したり、手を動かしたりする。
・パソコンの画面の自分のやりたい活動をスイッチで選び、視線や声でも相手に自分のやりた
い活動を伝える。
ウ．工夫した点
・授業時の様子・状態に合った「ふれあい体操」の曲を選び学習に向かう気持ちを整えるよう
にする。
・本児が分かりやすく見えやすい位置にパソコンを配置する。また、本児が押しやすい位置を
確かめながらスイッチを設置し、スイッチ操作に慣れる時間を設定する。
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・やりたい、やりたくない等の表現が出しやすいよう、絵本やゲームを複数準備し、選択する場面
を設定する。やりたいという声や手の動きがあったときは、やりたい気持ちを汲み取り言葉掛け
をする。声が出ないときは表情や手の動きで本児の気持ちを確認し、教師が代弁する。
・本児にやりたいことがあり、訴えるような表情や声を出したときは、活動の順番を変えて行う。
エ．学習活動と児童の様子
学習活動
１ ふれあい体操
・リマックⅡ、イキイキ体操、
ゆらゆら、ふわふわから選ぶ

手立て、留意点
児童の様子
・緊張をほぐしたり、気持ち ・多数の参観者に囲まれ緊張してい
を落ち着けたりできるよう
た。絵本はやりたくなくて選択し
に体調に合わせて体操を選ぶ。 なかった。ＰＣゲームはやりたか
ったようで、ふうせんゲームを選
・選んだ絵本で良いのかを手
び集中してスイッチを押した。
の動きや表情で確認し、気 ・事前授業のビデオでは、絵本のせり
持ちを代弁する。
ふの場面で、楽しみながら積極的に
・せりふを言う期待感がより
スイッチを押している様子を確認で
高まるよう、フィッティン
きた。
グをしてから操作するよう
促す。

２ 絵本タイム
(1)読みたい絵本がパソコン
画面に出てきたらスイッ
チを押す。
(2)自分のせりふの場面で音
声再生機のスイッチを押
してせりふを流す。
３ お楽しみタイム
(1)やりたい活動がパソコン
画面に出てきたらスイッ ・選んだ後に、使う道具を見
チを押す。
せ、それでよいか視線や手
・PCしゃぼんだまｹﾞｰﾑ、PCふうせん
の動きで確認する。
ゲーム、CD鑑賞から選ぶ
・一緒に数を数えたり、歌った
(2)自分で選んだ活動を行う。
りして楽しい雰囲気で行う。

【画面を見ながら絵本選び】

オ．課題（研究協議及び授業評価記録用紙より）
・教材（PCゲーム等）の内容、スイッチの形状や種類、位置取り、提示の仕方を一層工夫したい。
・やりたくない気持ちを受け止めつつ、教師の意図をどう伝えていくのか。言葉掛けの工夫。
・担任だけでなく誰にでも伝わる手段の獲得をどう進めていくか。
カ．改善した点と児童の変容
改善した点
児童の変容
・本児が見やすく操作しやすいよう、提示する教材 ・スムーズに教材を見ることができ、集中して
・教具の高さや児童との距離等を工夫した。
活動に取り組む様子が見られた。
・絵本の種類を増やし、タブレットでの写真撮影 ・活動の選択肢を増やすことで関心の幅が広が
等、ＰＣゲーム以外の活動も導入して、選択肢
り、気持ちの表出がしやすくなってきた。
の幅を広げた。
・担任以外の教師に対しても、自分の気持ちを
・担任だけでなく、他の教師と一緒に活動に取り
表情や声で表すことが増えてきた。
組む場面を設定した。
キ．成果と課題
＜成果＞
物と人との関わりの広がり
・様々な場面で、本児の好きな教材を準備し選択できるようにしたことで、意思を伝えようとする
場面が増えてきた。また、チームで本児の様子や表情から読み取った気持ちに合わせた言葉掛け
の仕方を話し合い共有したことで、本児と教師間の意思疎通が円滑になり、児童が気持ちを表現
しようとする場面や伝えようとする人が増えた。
児童の意欲を高める環境づくり
・パソコンやスイッチ等の教材を置く位置や内容について検討することで、児童がより見やすく反
応しやすい環境づくりができ、児童の活動の意欲に繋がった。
＜課題＞
コミュニケーションのステップアップ
・学校生活１年目の本児は、学校生活に慣れ、落ち着いて活動に参加できるようになり、少しずつ
意思を表現するようになってきた。より多くの人に気持ちを伝えることができるように、チーム
以外の教師にも気持ちの読み取りの共通理解を広げ、意思疎通を図り、周囲の人とのやりとりを
楽しみながら活動できるような工夫を積み重ねていきたい。
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(2) 高等部１階チームの実践（生徒Ｂの個別学習の授業づくり）
①実態把握、卒業後の目指す姿・教育的ニーズの検討、流れ図の作成、授業づくり
（ケース検討会Ⅰ、授業づくり検討会Ⅰ～Ⅲより）
＜実態＞
・高等部１年男子、経管栄養、てんかん発作あり
・身体の成長とともに筋緊張が強くなっている。
・車椅子での姿勢は、頭部が右側を向いていることが多いが、頭を左右に動かせる。
・右目が良く動く。明るさ（明暗）を感じ取ることができ、特にまぶしい光に対する反応が良い。
・身近な人の声を聞き分けることができ、音のする方向に顔を向ける。
・触れ合いや揺れの働き掛けを感じて、快・不快の表情をし、機嫌の良いときは小さな声を出す。
・話し掛けられたり、名前を呼ばれたりすると、口や腕を動かして反応する。
卒業後の目指す姿
教育的ニーズ（各学部の卒業時を想定して）
・整った生活リズムを維持しながら、体調を維持 ・心身の安定が図られ、活動的な学校生活を送る。
し、健康的な生活をしている。
・身体の緊張をゆるめる。
・様々な人からの言葉掛けを受け入れ、口を動か ・様々な感覚を活用し、本人なりの表現方法をよ
して応えることが増えている。
り増やす。
・好きな活動や人が増えている。
中 心 課 題
・全身の筋緊張が強い。
・他者からの関わりを受け入れ快・不快の表出を増やす。
指 導 目 標
・身体の緊張をゆるめたり関節をマッサージしたりしながら心身のリラクゼーションを図る。
・周囲の様子を受け止める力・感じる力を高め、快・不快の感情表出をさらに促す。
指 導 内 容
・自分の身体への感覚を高め、
マッサージによる刺激を感じたり手や足を使った活動に取り組んだりする。
・様々な遊具を使って粗大運動の揺れや動きを感じ、諸感覚（聴覚、嗅覚等）を活用しながら、様
々な音や素材に触れる。
・朝の挨拶や呼名の働き掛けを受け止め、口や腕の動き（スイッチ教材等）で応える。
②１学期の評価と改善点（ケース検討会Ⅱより）
４月からの取組と変容
・関わる人に慣れるのが早くなってきた。新しい刺激を受け入れ、それを覚えていくスパンが短くなった。
・物を握る力をキープできるようになった。好きな物や素材であれば自分から握りやすく、興味の
ない物だと手を離してしまう。７月までは、握る物の太さや細さを変えて握らせてみたが、今後
は素材を変えて試してみたい。
今後に向けての改善点
・様々な刺激を与え、それに対する反応があった時にはしっかりと言葉掛けをしてほめるなど適切
なフィードバックを行い、表出の頻度を増やすことで反応するまでの時間を縮めていく。
③指導の実際（第１回授業研究会（９月１１日実施）より）
ア．題材名
｢感じてみよう 動いてみようⅡ～ポストカード はい どうぞ～｣
イ．題材のねらい
・手や腕を動かして制作した作品をポストカードに印刷し、身近な人に贈ることができる。
・身近な人の声や教具の音を聞いたり、素材に触れたり、香りを感じたりして、自分の気持ちを
表情や口、腕の動きで表現する。
ウ．工夫した点
・身体の部位や色・香りの名前等の名詞としての言葉掛けをしたり、表出した気持ちを言葉でフ
ィードバックしたり、言葉を大切にした授業づくりをした。（国語科の要素）
・五感を活用し、香りの変化で色の違いを知ることができる教材を準備した。(図画工作科の要素)
・車椅子の位置や角度、サンシェードの使用で光刺激を調整できるようにした。
・色付けで使う指先、手首、肘の関節をゆるめるマッサージを取り入れた。
・製作物を撮影してポストカードに印刷し、身近な人にプレゼントする機会を設けた。身近な人
から頑張りを認めてもらうことで関わりが広がるよう、他者評価の機会を準備した。
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エ．学習活動と生徒の様子
学習活動
手立て、留意点
生徒の様子
１ マッサージをする。 ・生徒が驚かないように触れる ・指先を伸ばして色付けができるよう
部分を伝えてから身体の緊張
に、「ゆるゆる」「のびのび」と言葉
をゆるめる。
を掛けると教師と一緒に緊張をゆる
２ 作品「ゆめ」を制作 ・香りを感じられるように、絵
めていた。
する。
具に好きな香りを付ける。
・レモンの香りの付いた黄色い絵具を
①好きな香りの絵具を ・「ゆるゆる」「ぺったん」等の
顔に近づけると、香りを感じ、心地
選ぶ。
教師の言葉掛けを受け、自分
良い表情をし、快の表現である肘を
②台紙に色付けする。
から腕を伸ばしたり、指先を
きゅっと曲げ、力む様子が見られた。
伸ばしたりして台紙に色付け ・肘を固定して手の甲をさすり「スイ
する。
ッチオン」と合図を出すと、自分の
３ ポストカードを制作 ・１枚ごとに「スイッチオン」
タイミングでマウスをクリックし印
する。
と言葉を掛け、マウスをクリ
刷できた。印刷音が好きでプリンタ
①１枚ずつマウスをク
ック(印刷)することができる
ーの方に顔を向け、じっと聞いてい
リックして印刷する。 ように、ワイヤレスのマウス
た。
②カードを包装する。
（多ボタン式）を準備する。
４

ポストカードをプレ ・喜んでもらえるように教師と
ゼントする。
一緒に「ポストカード はい
どうぞ」と合い言葉を言って
手渡す。

【ポストカード はい どうぞ】

オ．課題（研究協議及び授業評価記録用紙より）
・気持ちの表出を見逃さずに受け止めフィードバックし、より分かりやすい表出へとつなげていく。
・表現方法の一つにスイッチ操作で表現できるという感覚を経験として積み重ねていく。
・声（歌や言葉等）や音源をじっくり聞かせるための環境を整える。
カ．改善した点と生徒の変容
改善した点
生徒の変容
・学習活動を４つから３つに減らし、本人か
耳元で言葉を掛けるとそれを受け止め、音や声の
らの表出を受け止めることに時間を使う。 する方向に目を動かし、じっと考え、口や腕を動か
・マッサージの歌等は、テンポを落とし、耳 して応える等の姿が見られた。表出するタイミング
元に近付けた状態で聞けるようにする。
が速くなり、快の表情が増えてきた。
キ．成果と課題
＜成果＞
働き掛けを受け止め、応じる力
・マッサージの積み重ねにより、教師が「ゆるゆるソング」を歌うと身体の緊張をゆるめることが
分かり、自分一人で肘を伸ばす姿が見られるようになった。身近な教師の働き掛けを受け止め、
それに応じる力が付いてきたと感じる。引き続きマッサージや手足を動かす活動を受け、自分の
身体への感覚を高めることに取り組みたい。
・指導の様子をビデオで記録し、チームの職員で本生徒の「受け止め、応じる」姿や教材・教具、
教師の働き掛け等について検証し、授業中に気付かなかった微細な動きを確認できた。また、反
応を見るための教師の立ち位置、嗅覚を最大限に引き出す絵具の位置等の教材・教具の提示の仕
方についても整理し、授業づくりに生かすことができた。
＜課題＞
気付いて、表す力
・様々な感覚を活用するために、嗅覚、聴覚、触覚（温冷覚）等を刺激できる教材を準備した。反
射的反応が多い生徒だが、表出を見逃さずに捉え、適切に働き掛けながら活動を繰り返すことで
「気付き」が生まれ、一定した反応を引き出せるのではと考え、本題材に長期的に取り組んだ。
しかし、体調面が整わず、教師の働き掛けに「表す」姿が見られない場合も多かった。
・本生徒の内面では「感じて」「気付いて」いる場合が多々あると考える。それをどう捉え働き掛
けていくのか、細やかな変化をしっかり捉えていきたい。ビデオ等で指導記録を撮り溜め、本生
徒の「表す」姿につなげられるよう、チームでの検討、改善を続けていきたい。
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(3) 高等部２階チームの実践（生徒Ｃの個別学習の授業づくり）
①実態把握、卒業後の目指す姿・教育的ニーズの検討、流れ図の作成、授業づくり
（ケース検討会Ⅰ、授業づくり検討会Ⅰ～Ⅲより）
＜実態＞
・高等部２年男子、経管栄養。
・定頸している。座位をとることは難しい。顔や頭皮のかゆみなど、気になる部位に手を伸ばした
りかいたりする。
・学習時は仰臥位の姿勢や座位保持装置付き車椅子に座って学習を行っている。
・絵本や写真を提示した際には視線はほとんど動かないが、光を点灯させると光の方に視線を向ける。
・働き掛けに対して表情の変化は少ないが、苦手な身体部位に触れられると顔をしかめたり、顔を
背けたりする。チョコレートなどの甘い香りは、意識して嗅ぐ様子が見られる。
卒業後の目指す姿
教育的ニーズ（各学部の卒業時を想定して）
・生活リズムが整い、健康を維持して生活し ・ストレッチ等で身体を動かす運動をたくさん経
ている。
験して、健康を維持する。
・好きな活動が増え、療育活動に参加し、楽 ・好きな活動を増やし、生活の中で楽しく過ごす
しく過ごしている。
時間を見つける。
・様々な人からの働き掛けを受け入れ、動作 ・関わりのある人からの働き掛けに身体の動きや
や表情で気持ちを伝えながら生活している。 表情の変化で気持ちを伝えることが増える。
中 心 課 題
・自分から人や物に関わろうとする姿や気持ちを伝えようとする表情や身体の動きが少ない。
・感覚を受容する力を高め、興味・関心の幅を広げたり感じたことを身体の動きや表情の変化で
伝えたりすることができる。
指

導

目

標

・感じたことを、身体の動きや表情の変化などで表す。
指 導 内 容
・様々な香りを嗅いだり手で感触を味わったりして、好き嫌いを表情の変化などで表す。
・音や光を通じて、感じた気持ちを身体の動きや表情の変化などで表す。
②１学期の評価と改善点（ケース検討会Ⅱより）
４月からの取組と変容
６月上旬から体調不良により継続した学習ができなくなったが、次のような姿が見られた。
・表情の変化が少なく気持ちの表出を読み取りにくい生徒であるが、好きな果物の香りを嗅ぎ直
す、好まない香りでは顔を背けるなど、身体の動きで気持ちを表した。体操･マッサージでは、
好きな部位をマッサージするとリラックスした表情で目を細める場面が増えた。
・民謡や動物の鳴き声を聞く学習では、発声や手の動きが見られた日もあったが、関心を示さな
い日も多かった。聴覚への働き掛け方について検討が必要であることが分かった。
今後に向けての改善点
・生徒が継続して取り組んでいるひもを引く活動や、光や身体に感じる震動などを組み合わせた
活動を行う。
③指導の実際（授業づくり検討会Ⅳ（１１月２６日実施）より）
ア．題材名
身体を動かそう、感じよう ～クリスマス会の練習をしよう～
イ．題材のねらい
・教師の働き掛けを受け入れて、一緒に楽器を鳴らしたり、体操をしたりする。
・感じた気持ちを表情や身体の動きなどで表す。
ウ．工夫した点
・働き掛けに気付きやすいように、肩に触れながら話し掛けるようにした。
・楽器は、朝の会で取り組んでいる係活動の動きを取り入れ、腕の上下の動きで太鼓のバチが動
いて音が鳴るように工夫した。
・イルミネーションを使った活動では、リラックスして楽しめるように、ベッドに横になって行
った。
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エ．学習活動と生徒の様子
学習活動
手立て、留意点
生徒の様子
１ ふれあい体操を ・自分の身体を意識で ・リラックスし、心地よい表情になった。
する。
きるように、さすっ ・肩に触れて話し始めたときは、教師の方に顔を向け
ている部位を伝えな
た。
がら行う。
・自分から腕を動かすこと
２ 今日の学習につ ・クリスマス会と演奏
は少 な か っ たが 、 教師 の
いて話を聞く。
する曲について話を
支援 を 受 け なが ら ひも を
する。
引い て い た 。太 鼓 の震 動
３ クリスマスソン ・腕を上下に動かすこ
は微 弱 で あ った が 、震 動
に合わせて楽器
とで音や震動を感じと を受けて背筋等を伸ばす様
を鳴らす。
れる楽器を準備する。 子が何度か見られた。
・ベッドで鑑賞できる ・イルミネーションが点灯す
４ イルミネーショ
ように、ドーム型の
ると、ゆっくりと視線を向
ンを見る。
イルミネーションを
けて光を見続けた。
準備する。
【演奏の様子】
オ．課題（チーム内の研究協議より）
５回に渡り授業のビデオを撮影してチームで検証を重ね、主に次の点について改善を図った。
・体操のねらいを明確にする。（リラックスか、覚醒を促し次の活動へ向かうためのものか）
・腕を動かした結果が明瞭に身体に伝わるように楽器を改良する。
カ．改善した点と生徒の変容（第３回授業研究会（１２月７日実施）より）
改善した点
生徒の変容
・体操は、覚醒を促し、手や腕を意識で ・教師が歌いながら腕や手に触れると、教師の方に何度か
きるように、さすりとタッピングに内
顔を向け、教師を意識しながら体操をしていた。タッピ
容を変更した。生徒の様子を見ながら
ングを部分的に取り入れることで覚醒が促された。
体操のスピードを調節できるように、 ・自分で大きく腕を上
「きよしこの夜」の曲を教師が歌いな
げることはなかった
がら行った。
が、教師の支援がな
・楽器では、腕を上げるとサンタ人形が
くても自分で手に力
ひざの上に降りて鈴が鳴り、同時に人
を入れてひもを引こ
形の底面のボタンスイッチがひざに当
うとする様子が何度
たることで押され、回転灯が光るよう
も見られた。また、
に改良した。滑車の動きがスムーズに
時間いっぱい取り組
【サンタ人形を引く様子】
なるようにひも幅を変えた。
むことができた。
キ．成果と課題
＜成果＞
教材･教具のステップアップ
・生徒が受容しやすい感覚をチーム全員で確認したり、その感覚をどのように組み合わせ具現化す
るかを話し合ったりして教材を製作し改善を図ってきた。改善が進むに連れ、生徒が手に力を入
れてひもを引こうとする姿や持続的に取り組む姿が増えた。
学習に向かう意識を高める工夫
・授業改善により、体操はリラックスを目的としたものから、覚醒を促し、次の活動で使う手を意
識できる内容に変更した。さすり方やタッピングの強さなど、チームの教師同士で実際に試した
ものを授業に取り入れた。さらに、集中できる静かな学習場所を確保した。その結果、活動への
意欲が高まり、教師の支援がなくても楽器のひもを引こうとする姿が増えた。
＜課題＞
生徒の力を生かす教材・教具の工夫
・楽器演奏では、ひもを引こうと手に力を入れる姿が増えた。もっと引っ張りたいという気持ちが
腕の大きな動きとなって現れるように、更に操作性の良い教材を工夫していく必要がある。
目標と評価基準の見直し
・これまでは生徒の目標として、身体の動きと同程度に表情の変化を求めていた。しかし、授業の
評価を重ねていく中で、表情よりも、持続的に取り組む姿、相手に顔を向ける、視線が動くなど
の身体の動きが生徒の興味・関心や意欲を表していることを確認できた。今後はこのような姿を
目標及び評価基準として設定し、生徒の気持ちや意欲の表れを適切に評価していきたい。
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７

成果と課題

＜成果＞
(1)チームで協力・連携しての実態と教育的ニーズの把握、指導計画作成
一人一人の教育的ニーズの把握と共通理解
・道川分教室としての教育的ニーズの捉え方を検討・共通理解した上で、担任だけでなくチーム
による複数の目で児童生徒一人一人の教育的ニーズについて導き出した。実態により違いはあ
るものの、卒業後も病棟内で生活していく児童生徒にとって、体力・体調の維持や自分から発
信できるコミュニケーション力、好きな活動を見つけること等のニーズを確認できた。それを
意識しながら授業づくりを進めることができた。
自立活動の流れ図作成と、それを活用した授業づくり
・チームで複数の目で自立活動の流れ図の作成に取り組むことで、実態と課題を自立活動の項目
に沿って整理し、教育的ニーズと照らし合わせながら指導目標や指導計画の見直し、授業づく
りに生かしていくことができた。
(2)一人一人の教育的ニーズに応じた授業づくり
チームでの複数の視点による検討・評価と授業改善
・ケース検討会や授業づくり検討会を中心にチームで児童生徒一人一人の個別目標の指導内容、
授業づくりの仕方について意見交換をしてきた。授業研究会に加え、チーム内でのビデオ参観
によるミニ授業研究会を実施し、ビデオ記録と授業評価記録用紙を活用しながら、教師の働き
掛けと児童生徒がそれを受け止め応じる姿、教材・教具の提示の仕方等について検証し、意見
交換をすることで、授業改善につなげることができた。
・授業づくりにおいては、道川分教室で大切にしてきた児童生徒が主体的に活動するための分か
りやすい状況づくりである４つの観点「言葉掛け」「姿勢づくり」「教材・教具」「授業展開」
を授業評価記録用紙にも盛り込み、チームで話し合いに生かすことができた。
児童生徒一人一人の力の高まり
・一人一人の教育的ニーズに応じた個別学習における授業づくりに取り組んできたことで、児童
生徒の関心の幅が広がり、活動への見通しをもち、活動への意欲が高まる様子が見られた。そ
のことにより、表出のタイミングが速くなったり、快の表情が増えたり、気持ち表出しようと
する場面が増えたりという変容につながった。
＜課題＞
教育的ニーズ・自立活動の流れ図の見直しと年度当初からの活用
・今年度は教育的ニーズの検討や流れ図の作成に多くの時間を要し、活用開始が遅くなった。今
年度末にチームで教育的ニーズや流れ図について改善点等を検討し見直すことで、来年度は年
度当初から活用し、指導計画作成や授業づくりに生かしていけるようにしたい。
チーム編成とチームの連携の仕方の工夫
・今年度、チームによっては授業を見合いにくかったり、生徒数が増えて話し合いの時間確保が
難しかったりする場合があった。日常的に連携しやすいグルーピング、人数を工夫したい。
・話し合いを進める中でケース検討会と授業づくり検討会の内容が被り重なってしまうことがあ
った。両者の内容や回数を再検討するとともに、今年度以上に授業記録やビデオ記録を活用し、
複数の目でより客観的な評価ができるような工夫をしていきたい。
８

次年度に向けて
今年度は、自立活動の個別学習についてチームで取り組んでいく体制づくりを進め、教育的ニー
ズの把握や自立活動の流れ図の活用により授業づくりを進めることができた。次年度は、二年次の
研究として今年度の実践を生かし、より充実した授業づくりを目指して取り組んでいきたい。
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＜表１＞分教室研究会、授業研究会、授業づくり・ケース検討会、自立活動学習会、研修会実施一覧
月
4

5

研究内容
自立活動学習会①、②

実施した具体的な内容
・①自立活動について、②教材・教具の紹介

分教室研究会①

・今年度の研究の進め方について

自立活動学習会③

・摂食指導について

分教室研究会②

・教育的ニーズの捉え方について

ケース検討会Ⅰ

・卒業後の目指す姿、教育的ニーズ、目標等について
自立活動の流れ図作成に向けて

授業づくり検討会Ⅰ

・年間指導計画の目標、題材構成、指導内容についての検討
提示授業（指導主事計画訪問）の指導内容検討

6

授業づくり検討会Ⅱ
自立活動学習会④

提示授業（指導主事計画訪問）の指導案検討
・自立活動の流れ図作成について
・ＭＥＰＡ－Ⅱについて

指導主事計画訪問

・授業提示、指導助言を受けての授業改善

授業づくり検討会Ⅲ

・指導主事計画訪問の指導助言を受けての改善点の検討

7

・自立活動の流れ図の作成
自立活動学習会⑤

・自立活動の流れ図作成について

教材・教具研修会①

・講師：秋田県立大学

授業づくり検討会Ⅲ(続き)

・自立活動の流れ図の作成

8 ケース検討会Ⅱ

准教授

髙山正和

氏

・１学期の成果と課題の確認と２学期に向けた改善点について
・流れ図を活用した個別の指導計画等の見直し

9

指導案検討会（チーム内）

・第１回授業研究会に向けた指導案検討等（授業づくり検討会の一環として）

第１回授業研究会

・高等部１階チームの研究授業、授業研究会
助言・講演：秋田大学教育文化学部
准教授

自立活動学習会⑥
10 分教室研究会③

11

高田屋

陽子

氏

・東北病連研究協議会発表原稿読み合わせ
・前期の成果と課題の検討と確認、後期の研究の進め方について

指導案検討会（チーム内）

・第２回授業研究会に向けた指導案検討等（授業づくり検討会の一環として）

第２回授業研究会

・小・中学部チームの研究授業、授業研究会

（指導主事要請訪問）
授業づくり検討会Ⅳ

指導助言：特別支援教育課指導主事

菊地

真理

氏

・個別学習の時間のビデオ参観によるミニ授業研究会

授業づくり検討会Ⅳ（続き） ・個別学習の時間のビデオ参観によるミニ授業研究会
指導案検討会（チーム内）
12 第３回授業研究会

・第３回授業研究会にむけた指導案検討等（授業づくり検討会の一環として）
・高等部２階チームの研究授業、授業研究会
指導助言：ゆり支援学校道川分教室教頭

1

2

諸岡

美佳

分教室研究会④

・研究の評価及び課題の整理

教材・教具研修会②

・講師：秋田県立大学

研修報告会

・東北病連研究協議会山形大会報告

（兼自立活動学習会⑦）

・秋田きらり支援学校、大曲支援学校公開研究協議会報告

授業づくり検討会Ⅴ

・各チームの取組のまとめと研究紀要執筆に向けて

分教室研究会⑤

・研究のまとめと研究紀要原稿の検討

ケース検討会Ⅲ

・児童生徒の変容、次年度のねらいについて

3 分教室研究会⑤

准教授

髙山

・自立活動の流れ図の見直し
・研究のまとめと次年度計画に向けて
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正和

氏

＜資料１

自立活動の流れ図（道川分教室版）＞
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＜資料２

授業評価記録用紙＞

＜資料３

教材・教具集＞
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