広島大学

学 部・附 属 学 校 共 同 研 究 機 構 研 究 紀 要
〈 第 4 4号 2 0 16 . 3 〉

グロ ーバ ル 化 に伴 う共 生 社 会を 見据 え た
教員 授業 開 発 研修 の有 効 性
―特別支援学級・通常学級担任教員相互の専門性を生かして―
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小 グル ープの 授業 開発研修 とし て具体 を示 す。

１ ． は じ めに
本 研究 は，様 々な 児童の特 性に 対応・ 活用 で

② 研修 課程の 第一 段階とし て「 通常担 －特 支児

き る教 育実践 力の 育成のた め， インク ルー シブ

型 」「 特支 担－通 常児 型」 の研 修を行 う。

教 育の 理念を 踏ま えながら 異な る教科 ・領 域の

③研修課程の第一段階における授業開発・実

教 員同 士が相 互に 連携し高 め合 える研 修方 法を

践 ・協 議内容 を踏 まえて分 析・ 検討す る。

構 築し ，実践 する ことを目 的と してい る。 その
内 ，本 稿で取 り上 げる授業 開発 研修は ，教 育改

２ ．研 修課 程 モデ ル（第１ 段 階 ）実 施 に向 け て

革 にお けるイ ンク ルーシブ 教育 システ ムや 授業

(1)昨 年 度 の 成 果 と 課 題 に よ る 研 修 過 程 モ デ ル
の改善

の ユニ バーサ ルデ ザインと は異 なり， 特別 支援
学 級と 通常学 級の 教員が互 いの 専門性 を生 かし

本 研究 で構築 した 「インク ルー シブ授 業開 発

授 業開 発等を 行う ことで， 最終 的に自 学級 の児

研 修課 程」で は， 学校とい う共 生社会 の中 で児

童 把握 や授業 開発 ・実践力 の向 上につ なげ てい

童 間だ けでな く， 教員間の 共生 関係も 育み なが

く 研修 である 。

ら ，通 常学級 と特 別支援学 級の 教員が 互い に専

昨 年度 は，教 員の インクル ーシ ブ教育 研修 の
枠 組み の１つ とし て，特別 支援 学級と 通常 学級

門性を生かし，３つの段階を通して授業の開
発 ・実 践・協 議を 行ってい く（ 図１ ）。

の 教員 の連携 によ る具体的 な研 修課程 モデ ルを
構 築し ，校内 授業 開発研修 で行 う授業 開発 類型

異学級編成の児童
複数学級編成の児童

知 見を 基に， 実際 に授業開 発研 修を行 い， 具体

（第二段階 ）

。

２ 年目 の今年 度は ，その成 果と 課題か ら得 た

（第一段階 ）

の 一部 を試験 的に 実施した

【通常学級 】教員

連携

《特支学級》教員

１）

【①授業開発】

・児童実態
・教材研究

【②実践協議】

・授業展開
・指導の手立て
・児童交流

【①授業開発】

・児童実態
・教材研究

【②実践協議】

・授業展開
・指導の手立て
・児童交流

【①授業開発】

・児童実態
・教材研究

【②実践協議】

・授業展開
・指導の手立て
・児童交流

的 段階 におけ る実 践を通し て， 研修の 有効 性を
明 らか にして いく 。
本 年度 の研究 計画 は，以下 の通 りであ る。
(1)研 究 の 目 的
特 別支 援学級 と通 常学級の 教員 の双方 が異 学

(2)研 究 方 法
① 本研 究を校 内研 修に位置 づけ ，年間 の教 育活

自学級の児童

る まで の連携 と実 践・協議 から 知見を 得る 。

（
同学級編成の児童）

（第三段階 ）

年 学級 編成の 集団 で授業を 行い ，その 授業 に至

図 １ ． イ ンク ル ーシ ブ 授業 開 発 研 修課 程

動 で実 施可能 且つ 有効な取 り組 みとな るよ う，
Hidenori Kohzaka, Kazuyuki Niiya, Shinichi Amano, Satoshi Nakamaru, Kohei Sakata, Eiji
Tani, Satoshi Ikeda, Takashi Hayashi： Study of Training Programs Designed for Teachers

Providing Education in a Globalizing Society.
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昨 年度 の取り 組み では，通 常学 級担当 の教 員

支 担－ 交流児 型」 の２授業 ，自 学級の 児童 に行

が 特別 支援学 級の 児童に対 して 行う第 一段 階の

う 第三 段階で は「 通常担－ 通常 児型」 や「 特支

授 業（「通 常担 －特支 児型 」）と ，特別 支援 学級 ・

担 －特 支児型 」の２ 授業を 行う（ 表１ ）。こ うす

通常学級の児童を交えて行う第二段階の授業

る こと で，連 携し た教員同 士の 授業実 践力 を高

（「通 常担 －交流 児型 」）の ２授 業を行 った 。

め てい く。

い ずれ も，通 常学 級の教員 が特 別支援 学級 の
教 員と 連携を 取り ながら， 児童 の学習 段階 や特

表 １ ．イ ン クル ー シブ 授業 開 発 研 修の 授 業類 型

性 はも ちろん ，生 育歴や家 族構 成，趣 味に 至る

段階

授業類型

第一段階

「通常担－特支児型」 「特支担－通常児型」

と がで きた。 実施 後の聞き 取り 調査に おい て，

第二段階

「通常担－交流児型」 「特支担－交流児型」

授 業実 施教員 にお ける児童 の個 別教育 ニー ズの

第三段階

「通常担－通常児型」 「特支担－特支児型」

ま で児 童把握 に努 め，個々 の特 性に対 応し なが
ら 教科 の専門 性を 生かした ，授 業を展 開す るこ

見 方が 育まれ る効 果が見ら れた 。
し かし ながら ，連 携した特 別支 援学級 担任 に
関 して は，通 常学 級教員の 専門 教科に 関す る知
見 は得 られた もの の，授業 実践 力の高 まり とい
う 観点 では， 顕著 なものと 言え なかっ た。 これ
は 今回 ２実践 とも ，通常学 級の 教員が 「授 業実
践 者」 であっ たこ とが影響 した ものと 考え られ
る 。互 いが協 力し 連携しな がら 授業開 発を した
と して も，や はり 実際に児 童と 対峙し て授 業を
行 った 教員の 方が ，実践力 が高 まるの は当 然の
こ とと 言えよ う。 教員のモ チベ ーショ ンに 関し
て も， 調査は 行っ ていない が， 同様の 結果 が得
ら れる ものと 推測 される。
ま た， 昨年度 行っ た授業開 発・ 実践で は， 試

第 ２に ，本研 究を 校内授業 研修 として 実施 し
て いく ための 具体 として， 各学 年部単 位で 行う
授 業研 修（学 年部 授業研） に位 置付け て行 うこ
と とし た。
学 年部 授業研 とは，発達段 階に 応じて 低・中・
高 学年 の３つ のグ ループに 分か れ授業 研究 を行
い 協議 するこ とを 通して， 教師 の力量 を高 めて
い こう とする 研修 である。 学年 部授業 研に イン
ク ルー シブの 要素 を加える こと は，学 校の 教育
目 標で ある共 生社 会の実現 に向 けた取 り組 みを
広 げ深 めてい く上 でも意義 があ る。本 研修 の授
業 及び 協議の 方法 を図２に 示す 。

験 的な 実施と いう こともあ り， 特別支 援学 級担
当教員１名と通常学級担当教員１名の２名が

１ ） 授 業 チ ーム の 決定 （４ 月 ）

○学 年部会 の時 間で授業 者２ 名を決 める 。

チ ーム を組み ，合 計２組４ 名に よる授 業開 発研
修 に止 まって いる 。本研究 を個 々の取 り組 みで

・ 単複式 担当 教員⇒特 支学 級

は なく ，校内 授業 研修に高 めて いくた めに は，

・ 特支担 当教 員⇒単複 式学 級

や はり 他の教 員に も還元さ れる システ ムを 構築

２ ） 授 業 開 発（ ４ ～６ 月）

○授 業者と 担当 学級担任 で進 める。

し てい く必要 があ る。

・ 児童把 握・ 教材研究・ 指導 案作成

そ こで ，昨 年度の 成果 と課 題を 踏まえ ，
「イン
ク ルー シブ授 業開 発研修課 程」 の内容 を以 下の

＊３ 日前⇒ 管理 職･学年 部へ 配布

よ うに 修正・ 改善 すると共 に， 具体的 な研 修方

３ ） 授 業 実 践・ 学 年部 協議 会 （ ６ 月）

○授 業と協 議会 は同日で 行う 。

法 につ いて明 らか にするこ とと した。

・ 授業実 践： 各学年部 で時 間設定

第 １に ，「 イン クルー シブ 授業 開発研 修課 程」

・ 座談会 各学 年部

の 内容 に関し ては ，特別支 援学 級担当 と通 常学

＊学 年部で 話し 合った内 容を 記録・ 配布

級 担当 の教員 が連 携し，授 業開 発・実 践・ 協議
す るこ とには 変わ りないも のの ，互い が授 業者

(１時 間程 度)

４ ） イ ン ク ルー シ ブ座 談会 （ 各 学 期末 ）

○学 年部で 場所 を設定し ，１学 期間の 取り 組

と して 児童に 対し 授業実践 でき るよう にす るこ

み を報 告，相 談， 情報の共 有等 を図る 。

と とし た。
異 学級 編成の 児童 に対して 授業 を行う 第一 段

図 ２ ．「 イン ク ル ーシ ブ学 年 別 授 業研 」 の内 容

階 では 「通常 担－ 特支児型 」と 「特支 担－ 通常
児 型」 の２授 業， 複数学級 編成 の児童 に対 して

学年 部単位 の授 業研修と した 理由に は， 大き

行 う第 二段階 では ，
「通常 担－ 交流児 型」や「特

く ３つ ある。 1)本 研究にお ける 授業開 発・ 実践
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す る機 会を増 やす ことがで きる 点， 2)小集 団と

童 のと らえ方 ，教 師として の価 値観や 哲学 を踏

す るこ とで弾 力的 に授業・ 協議 会の時 間を 設定

ま え， 協議を 行う （図３下 の矢 印）。

で き， 協議会 の発 言機会を 増や すこと がで きる

学 年部 で「授 業チー ム」
「協 議チ ーム」と分け

点 ，3)日常の 学校 生活にお いて 一緒に 活動 する

て はい るもの の， 授業協議 では 互いの チー ムが

機 会が 多いた め， 児童の実 態や 様子を 他の 学年

連 携し ながら ，
「授業 チー ム」の提 案に対 して 学

部 の児 童より も把 握してい る点 ，であ る。

年 部 全 員 で 協 議 を 行 っ て い く 。 つ ま り ，「 授 業

1)に関 しては ，授 業チーム の２ 名だけ に授 業
開 発さ せるの では なく，学 年部 全教員 で協 議し

チ ーム 」「 協議チ ーム 」「学 年部 全体」 の３ つの
教 員連 携を基 に， 研修を行 う（ 図３ ）。

な がら 授業開 発す る方がよ いと いう考 え方 もあ
ろ う。 しかし ，そ れでは全 員が そろっ て話 し合

【授業チーム】

う ため の時間 設定 がしづら く， 教材研 究や 児童

特支担

実 態を 把握す るた めの吟味 ・検 討も十 分で きな

通常担

い 可能 性もあ る。
「授 業チ ーム 」と して授 業提 案
す る形 式の方 が， 授業を行 う者 同士が 対等 な立
場 で連 携しや すく ，思い切 った 提案も 可能 とな

授業協議

ろ う。 協議会 を通 して，授 業チ ームで ない 教員
か らの 新鮮か つ多 様な知見 を得 られ， ２度 の授
業 開発 研修を 通し て得られ る学 びも大 きい 。
2)に関 しては ，少 人数であ り日 頃から 話し 合

特支担

う 機会 の多い 学年 部の方が ，忌 憚のな い意 見も

【協議チーム】

得 られ 活発な 議論 が可能と なる 。また ，内 容を
記 録し て全教 員に 配布すれ ば， 各学年 部の 研修

通常担

図 ３ ．イ ン クル ー シブ 学年 部 授 業 研の 教 員連 携

内 容を 全教員 が把 握するこ とも 可能と なる 。さ
ら に， 学期末 ごと に協議会 を行 うこと で， 学年

本 研修 を通し て，
「 授業チー ム」
「 協議チ ーム 」

部 で行 った１ 学期 間の成果 を踏 まえな がら ，そ

に かか わらず 通常 学級担当 教員 は，特 別支 援教

の 後の 期間で 研修 内容を振 り返 ったり ，研 修内

育 での 専門性 であ る「 個別 の実 態に応 じた 対応 」

容 を生 かした 活動 を報告・ 相談 したり する 機会

と いう 観点が 研修 における 大き な学び の柱 とな

も 得ら れると 考え た。

ろ う。 特別支 援学 級の一人 ひと りの児 童実 態を

3)に関 しては ，そ の時々の 各児 童実態 や発 達

把 握し ，それ らの 興味・関 心は 何か， 扱う 教材

段 階を 踏まえ た有 意義な協 議を 可能と する 上で

に 関連 する内 容に ついて各 児童 が何を 知っ てい

有 効と 考えた 。

て ，ど こまで 認識 し表現で きる か考え なが ら，
授 業開 発・実 践・ 協議をし てい くこと は， 様々

(2)イ ン ク ル ー シ ブ 学 年 部 授 業 研 と し て の 授 業

な 特性 を有す る自 学級の児 童支 援に有 効に 働く。

開 発 研 修 第一 段 階に お ける 具 体 的 な内 容

他 方， 特別支 援学 級担当教 員に は，通 常学 級

本 研究 で構築 した 「インク ルー シブ授 業開 発

担 当教 員のも つ教 科の専門 性の 観点が 大き な学

研 修課 程」を 踏ま え，イン クル ーシブ 学年 部授

び の柱 となろ う。 教科の特 性に 応じて 育ま れる

業 研の 第１段 階で は，特別 支援 学級・ 通常 学級

知 識も 異なり ，そ れを指導 する ための 理論 や方

の 教員 が「授 業チ ーム」と して 異なる 学級 編成

法 も多 岐にわ たる 。内容に つい ても十 分な 議論

の 児童 に対す る授 業（「通常 担－ 特支児 型」と「特

が 行わ れ，児 童の 発達段階 に応 じた系 統的 な指

支 担－ 通常児 型」）を 提案 する 。

導 が行 われて おり ，各児童 で認 識の段 階や 表現

「 授業 チーム 」で は，教員 同士 の連携 を通 し

の 仕方 が異な る特 別支援学 級の 教科指 導に 生か

て ，各 教員の 専門 性を生か した 異学級 編成 での

せ る部 分は大 いに ある。こ のよ うな教 科の 専門

授 業づ くりの 見方 ・考え方 を育 むこと をね らう

性 を， 特別支 援学 級の教員 はど のぐら い踏 み込

（ 図３ 上の矢 印）。

ん で認 識して いる のでろう か。 知的障 害児 教育

他 方，学 年部 の他の 教員は ，
「 授業チ ーム 」の

で は，
「教科・領域 を合 わせ た指 導」が 教育課 程

提 案に 対して 「協 議チーム 」と してそ れぞ れの

の 中に 位置づ いて いる 。各 児童 の実態 に合 わせ ，

教 員が 連携し なが ら，各自 の教 科の専 門性 や児

教 科の 専門性 を踏 まえた教 科・ 領域に おけ る児
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童 への 支援の 質を 高めるこ とで ，高い 教育 的効

構 想の 協議か らわ かった。 作品 づくり の過 程と

果 が得 られ， 児童 の成長に つな げるこ とが でき

し ては ，①紙 コッ プに指で 穴を あける ，② 声の

る と考 えられ る。

振 動を 伝える ため の筒づく り， ③声の 振動 を感

今年 度は， 紙幅 の関係上 ，低 学年部 で行 われ

じ て動 きやす いモ ールの作 成， となる 。作 品づ

た イン クルー シブ 学年別授 業研 に焦点 を当 て，

く りの 過程に も， 児童の実 態を 考慮す る必 要が

２ つの 授業の 開発 ，実践， 協議 に関す る具 体を

あ る。 個別の 実態 に応じて ，指 先の使 い方 や力

基 に， 研修の 有効 性につい て検 討して いく 。た

の 入れ 具合， 穴の 大きさや 形を 意識す る点 など

だ し， 低学年 部の 授業協議 に関 しては ，学 年部

を 考慮 した。 また ，自分の 作品 という 児童 の思

全教員の集まる時間設定が難しかった都合上，

い をよ り強く もて るように ，で きる限 り自 分で

「 通常 担－特 支児 型」と「 特支 担－通 常児 型」

つ くる ことを 想定 して授業 を行 うこと にし た。

の 授業 実践後 ，別 日に２つ の授 業実践 を踏 まえ

特別 支援学 級の 児童は， １年 生男児 ２名 （以
下 ①児，②児）女 児１ 名（以 下③ 児），２年生 男

た 授業 協議会 を１ 度行う形 式と した。

児 １名（以 下④児 ）女 児２ 名（ 以下 ⑤児，⑥児 ）
３ ． 低 学 年で の イン ク ルー シ ブ 学 年部 授 業研

の 計６ 名で構 成さ れる。各 児童 の詳細 な実 態は

(1)「 通 常 担 －特 支 児 型」 授 業 研 修

表 ３に 示す。
指 導に あたり ，ま ず，第１ 時で は活動 を見 通

① 「 通 常 担－ 特 支児 型 」の 授 業 開 発
特 別支 援学級 で図 工の授業 を行 うにあ たっ て，

す ため に，サ ンプ ルで遊ん で作 るもの のイ メー

自 分で つくっ た作 品で ，遊 ぶ活 動を行 うこ とで ，

ジ をも つこと がで きるよう にす る。目 で情 報を

も のづ くりの 楽し さを味わ うこ とがで きる 「つ

捉 える ことを 得意 とする児 童に は，声 の振 動を

く って あそぼ う～ へびくん ，お どるか な」 の授

モ ール の動き に反 映させる こと で，言 葉を 見え

業 を構 想した 。本 題材「つ くっ てあそ ぼう ～へ

る もの にし， 活動 への関心 を引 き出す 。ま た，

び くん ，おど るか な～」は ，紙 コップ とモ ール

耳 で情 報を捉 える ことを得 意と する児 童に 対し

と 筒を 使った 工作 である。 声を 出すこ とに よっ

て は， 筒を使 って いろいろ な声 を発す るこ とを

て 紙コ ップが 振動 し，その 振動 がモー ルに 伝わ

楽 しむ 中で， 活動 への関心 を引 き出す 。手 立て

り ，モ ールが 動き 出すしく みに なって いる 。そ

を 講じ れば主 体的 に活動で きる 児童に 対し ては ，

の ため ，声の 大き さや高低 を楽 しみな がら 発声

提 示の 仕方や 材料 を工夫し 意欲 を喚起 する 。次

し たり ，声の 振動 で動くモ ール の動き 方に も変

に ，第 ２時で は作 り方を確 かめ ，段階 を追 いな

化 があ り，目 で見 たり，音 で聴 いたり して 楽し

が ら工 作をす る。 材料・用 具の 扱い方 には 個人

む こと ができ 作品 である。

差 が見 られる ため ，筒を通 す穴 を開け たり 筒を

こ の活 動を構 想し たのは， 特別 支援学 級の 児

丸 めた りする 際の 支援を工 夫す る。な お， 第１

童 が通 常学級 の教 室にやっ てき て，置 いて あっ

時 ・第 ２時を 通し て，発話 する 言葉と して 馴染

た おも ちゃに 興味 を示し遊 んで いた様 子か らで

の ある お話の 「ブ ー，ブー 」の 音声を きっ かけ

あ る。 授業を 行う に当たり ，特 別支援 学級 の教

に色々な声を試すことができるようにする。

員 と協 議を行 い ，次の 点を 踏ま えるこ とと した。

モ ール がよく 動く 楽しい活 動に するた めに ，紙

児 童の 実態に つい ては，視 覚的 に支援 した 方

コ ップ に振動 が伝 わりやす い有 声音， 特に ，筒

が 理解 できる 児童 ，聴覚的 に敏 感な児 童， 手先

を 口に くわえ たま までも発 話し やすい オ列 ・ウ

が 器用 でない 児童 ，集中が 短く 見通し をも ちに

列 ・ア 列が多 く含 まれる歌 や言 葉を紹 介す る。

く い児 童と ，実態 も様 々で ある 。そ のこと から ，

② 「 通 常 担－ 特 支児 型 」の 授 業 実 践

目 ，耳 ，声に 加え ，手を動 かす ことを きっ かけ

a.指 導 目 標

に 活動 に対す る関 心を引き 出す ことで ，も のづ

１

く りに 挑戦し たり ，不思議 な感 覚を覚 えた り，
遊 ぶこ とを楽 しん だりでき ると 考えた 。

モ ールの 動き に興味を もっ たり声 を出 すこ
と を楽 しんだ りす ることが でき る。

２

授 業の 実践に あた り，全１ 時間 での授 業を 構

紙 コップ に筒 を付けた りモ ールで へび のよ
う な形 を作っ たり すること がで きる。

想 した が，児 童の 実態から ２時 間実施 する こと

ｂ .指 導 計 画（ 全 ２時 間）

に した 。実態 がさ まざまで ある ことか ら， 授業

・ へび くんと あそ うぼう・ ・・ ・・・ ・１ 時間

の 見通 しをも つこ とや作る 作品 のイメ ージ を具

・ じぶ んの「 へび くん，お どる かな」 とつ くっ

体 化す るため の時 間が必要 であ ること も， 授業

て みよ う・・ ・・ ・・・・ ・・ ・・・ １時 間
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表３

特別支援学級児童実態・目標行動

実態

児童

目標行動

・活動によっては，視覚的な支援により，興味関心を
もって取り組むことができる。鉛筆削り器の仕組み

①

・活動に興味をもつことができる。
・声を出し，へびを動かすことができる。

に興味をもっている。
・活動を見守って支援することで，細かい活動に挑戦
することができる。笑顔で活動に臨む。

②

・口に筒をくわえて声を出すことができる。
・筒を箱に挿したりモールを形作ったりすることに挑戦するこ
とができる。

・言葉がけによるスモールステップの支援で，指示を
理解することができる。教師の笛に興味をもって吹

③

・口に筒をくわえて声を出すことができる。
・ペアの活動から学び，指で穴を開けたりモールを形作ったり

こうとしたことがある。

することができる。

・言葉がけによる支援で，指示を理解することができ
る。支援によって，手先を使った作業に取り組むこ

④

・口に筒をくわえて声を出すことができる。
・指で穴を開けたり箱に筒を挿したりすることができる。友達

とができる。

に教えることができる。

・言葉がけによる支援で，意欲的に発言することがで

⑤

・声を出せばモールが動くことに気づくことができる。

きる。周りの状況を読み取って活動しようとする。

・工作の順番が分かり，友達を助けて活動することができる。

・アイコンタクトで指示を理解することができる。校

・声を出せばモールが動く，やめれば止まることに気づくこと

内を回ってあいさつをすることを頑張っている。

⑥

ができる。
・工作の順番が分かり，友達を助けて活動することができる。

c.１時間目の目標と学習展開
声を出すとモールが動くことがわかり，サンプルの作品で楽しむことができる。
【学習展開】
目標行動（○）
・及び支援（・）

学習活動
１

①

はじめのあいさつを

②

③

④

⑤

⑥

・活動のはじまりを意識できるようにするために姿勢を整える言葉がけをする。
（T１）

する。
（５分）
２

「へびくん，おどる

○遊ぶ活動に興味をもつことができる。
・モールのへびがおどる様子を見せる。
（T１，T２）

で遊ぶ。
（20 分）

・声によるへびの動きに

・筒を口にくわえ息を吹いた

・
「おはよう」など，声を出せばモー

注目できるよう言葉が

り 声を出し たりで きるよ

ルが動くことに気づくことができ

けをする。
（T１，T２）

う，言葉がけをする。
（T１）

るよう，言葉がけをする。
（T１）

３

かな」のサンプル作品

活動の意欲を示し本
時の見通しをもつ。

○工作への意欲をもち，工作の順番を知る。

・材料を確認する。

・遊んだ後の気づきを聞いたり作ってみたいか尋ねたりする。
（T１）

・掲示資料で工作の順番
を確かめる。
（20 分）

・掲示資料を示しながら，使っている材料を確認し，工作への見通しをもつことができるように
する。
（T１）

d.２時間目の目標と学習展開
紙コップに筒を付けたりモールでへびのような形を作ったりすることができる。
【学習展開】
目標行動（○）
・及び支援（・）

学習活動

①
１

あいさつをする。

②

③

④

⑤

○紙コップに筒を付けたりモールでへびのような形を作ったりすることができる。
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⑥

○穴を開けた

○穴を開け

○鉛筆や指

○鉛筆や指で穴

○全ての作

○全ての作業

り，モールでへ

たり，筒を差

で穴を開け

を開けたり，筒

業を自分で

を自分ででき

・ コ ッ プ に 穴を 開 け

びを形作った

し込んだり，

たり，モー

を作ったり，筒

できる。

る。

る。

りすることが

モールを形

ルを形作っ

を差し込んだり

・工作の順番

・工作の順番

・筒を作り，テープで

できる。

作ったりす

たりするこ

できる。

を掲示資料

を掲示資料で

仮止めをする。

・指を入れて筒

ることがで

とができ

・工作の順番を

で確かめる

確かめるよう

・筒を穴に通す。

穴を広げるよ

きる。

る。

掲示資料で確か

よう言葉が

言葉がけをし

・モールをへびのよう

う見せて示す。 ・友達の活動

・友達の活

めるよう言葉が

けをする。

たり，アイコ

モールを指に

を見て順番

動を見て順

けをする。

（T１）

ンタクトを

巻いたり指先

を思い出し，

番を思い出

（T１）

とったりす

で整えたりで

自分で挑戦

すよう言葉

・友達の作業を

る。

きるよう言葉

できるよう

がけをす

手伝うよう励ま

（T１）

がけをする。
（T

言葉がけを

る。

す。

○友達を助けて活動する。

２）

する。
（T１） （T１）

（T１）

・友達を助ける姿が見られた

２

作り方を確かめ，
工作をする。

に形作る。
（20 分）

ら，さらに励ます。
（T１）
・作業が難しい部分は材料を支えるなど支援をする。
（T１，T２）
３

逆さにした紙

コ ッ プ の 平 面に モ ー
ルを乗せ，声を響かせ
て遊ぶ。
（５分）

４

本 時 の 感想 を 発
表する。
（８分）

５

お わ り のあ い さ
つをする。
（10 分）

・片付ける。

○「ブーブーブー」などの声を

○口に筒をくわえ，声を出して

発して遊ぶ。

遊ぶ。

・繰り返す言葉をヒントとして

・喋る時の言葉や「ブーブー

示す。
（T１，T２）

ブー」などの言葉でも良いと

○声を出せばモールが動く，
やめれば止まることに気づ
くことができる。
・色々と試していたらその姿

気付くよう言葉がけをする。

を励まし，遊び方を広める。

（T１）

（T１）

・達成感を味わうことができるように，一人ずつ頑張ったところを具体的な言葉がけと拍手で評
価する。
（T１，T２）
・協力して片付けられるよう，１・２年生のペアで助け合うよう言葉がけをする。
（作品の提出・
用具の返却・ゴミの処理・机の移動）
（T１，T２）
・活動の終わりを意識できるよう，着席後，姿勢を整えている児童を評価する。
（T１，T２）

(2) 「特支担－通常児型」授業研修
は ，前 の２口 をた しても後 ろの ２口を 先に たし

① 「 特 支 担－ 通 常児 型 」の 授 業 開 発
特 別支 援学級 （低 学年１， ２年 生）の 担任 が

て も答 えは同 じに なること に気 づくこ とが 学習

２ 年生 １組（ 男子 15 人， 女子 15 人）で ，算 数

内 容と なる。 前時 では被加 数と 加数を 入れ 替え

科 単元 「たし 算の ひっ算」 の授 業を行 うこ とし

て たし ても答 えは 同じにな るこ とを学 習し てい

た 。１単元 の中 で１時 間を 扱う ことに した ため ，

た 。３ 口の加 法は 前の２口 をた して計 算す るや

授 業を 行うに あた り，①学 級で 行われ てい る授

り 方と ，後ろ の２ 口をたし 計算 するや り方 があ

業 の指 導方法 や流 れの把握 （学 級担と の協 議），

り ，児 童にと って やりやす い方 法がわ かり ，そ

② 本単 元にお ける 既習の内 容や ，本単 元に つな

の 後の 練習問 題に 取り組め るの ではな いか と考

が るこ れまで の学 習内容の 把握 （学級 担と の協

え た。

議 ），③「た し算の ひっ 算」の学習 のポイ ント（ 算

授 業構 想での 協議 によって ，算 数のお もし ろ

数 科と の協議 ）を 事前に行 った 。算数 科で 授業

さ を児 童に感 じて もらうた めに は，こ れま での

を 実践 する場 合， 教科書を 基に 学級担 が授 業を

学 習と の関連 や生 活とのか かわ りの視 点が 必要

進 めて いくた め， 本時の授 業に 向けて ，前 時の

な 視点 という こと がわかっ た。 そのた め学 習す

学 習を 事前に 観察 を行い， その 流れに 合わ せて

る こと がこれ まで の既習事 項と つなが って いた

授 業を 行うこ とに した。

り ，特 に低学 年段 階では具 体的 な生活 のお こる

「 たし 算のひ っ算 」の単元 にお ける本 時の 学
習 は， たし算 のき まりに着 目し て３口 の加 法で

事 象が イメー ジし やすかっ たり するこ とを 意識
し 授業 展開を 考え た。
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指 導に あたっ ては ，例示す る具 体例を 教科 書

各 児童 が解い た後 ，その解 き方 につい て発 表を

に ある ビー玉 では なく，特 別支 援学級 の前 にあ

し ，解 き方の 違い に気づく よう にした 。解 き方

る ビワ の木の 実の 種を使っ て行 うこと にし た。

の 違い を考え るこ とで，計 算が 簡単に なり ，そ

こ れは ２年１ 組の 児童が， 落ち ていた 種を 拾っ

の 後の 練習問 題に 取り組み やす くなる と考 えた。

て 集め ていた こと から，問 題と して馴 染み やす

② 「 特 支 担－ 通 常児 型 」の 授 業 実 践

い と考 え，具 体例 として扱 うこ とにし たも ので

a.本 時 目 標

あ る。 特別支 援学 級担任と 通常 学級担 任が それ

・ ３口 の加法 では ，前の２ 口を 先に足 して も後

ぞ れの 学級で 授業 すること を伝 えて以 降， 教員

ろ の 2 口を先 に足 しても答 えは 同じに なる こ

同 士の 各教室 の行 き来が増 えた ことで ，児 童が

と に気 づく。

そ れぞ れのク ラス へ顔を出 すこ とも増 えた 。そ

ｂ .指 導 計 画 （ 全 13 時 間 ： 本 時 第 二 次 第 １ 時 ）

の こと からも ，特 別支援学 級の 児童が ビワ の種

第 一次 …２け たの たし算（ ７）

を 拾っ たとい う問 題文を設 定し ，児童 同士 の認

第 二次 …３け たの たし算（ ２）

識 が深 まるこ とも 期待して ，授 業を行 った 。３

第 三次 …たし 算の きまり（ ２）

口 のひ っ算の 計算 の仕方に つい ては， 問題 文を

第 四次 …れん しゅ う（２）

【学習展開】
学習活動と内容

指導上の留意点（◆評価）
○前時の学習をふりかえるために，たされる数とたす数を逆にし
て計算することを促す。
○たされる数とたす数を逆にして計算することで，答えは変わら
ないことを確認する。

１

前時の学習を思い出して，確かめ問題をする。
・45＋17＝
・50＋28＝
・９＋76＝
２ 本時の課題を知る。

びわのタネを 32 こひろいました。A くんが７こ，さらに B さんが３こひろいました。
びわのタネは，ぜんぶで何こになったでしょうか。
・32＋７＋３の式を書く。
３ 32＋７＋３の問題の解き方について，発表する。
・先に 32＋７をやると 39 になる。それから 39＋３をやる
と答えが 42 になる。
・先に７＋３をすることもできるよ。それから 32 をたせ
ば 42 になる。

４

先に７＋３をするよさについて，考えて発表する。
・1 年生のまとまりの学習でしたよ。
・７＋３すると 10 になるので計算がしやすい。

５

練習問題をする。
①45＋18＋２＝
②58＋13＋27＝
③23＋68＋12＝
④37＋44＋６＝
６ 本時の学習について気付いたことを発表して，ふりかえ
りをする。
・ぴったりの数にすると計算がしやすかった。

○問題文を知ることで，たす数が２つあることに気付くことがで
きる。
○32＋７を先にやるときには，
（32＋７）＋３という書き方にな
ることを伝える。
○先に７＋３する場合には，32＋（７＋３）となることを確認す
る。
○計算の仕方について違いを考えることで，計算が簡単になるこ
とに気付くことができるようにする。
○児童がぴったりの数にした方が簡単という発言を促すことで，
「いつ，そのような学習をしたのか」と発問し，既習した学習
を踏まえた学習であることに気付くようにする。
◆３口の加法でも，どこからたし算をしても答えが同じになるこ
とがわかる。
【理解】
○1 年生のときの学習を踏まえていることを確認することで，
ぴったりの数を使って計算できるようにする。
◆ぴったりの数になる数から，計算することができている。
【関
心・意欲】
○書く時間をもち，気づいたことを整理して発表し，ふりかえり
をすることができるようにする。

ながら授業実践を行う必要性について検討を

(3)授 業 提 案 後の 協 議 とそ の 成 果
授業 協議で は， 児童に対 する 手立て や支 援を

行 った 。

中 心に 話し合 いが 行われた 。授 業の流 れの 中で

特 別支 援教育 では ，個の実 態に 合わせ て学 習

児 童の 様子を 観察 していく こと ととも に， 学習

を 進め ていく ため ，個別の 指導 計画を 作成 し，

に おけ る個々 のつ まずきに 教師 がいか に気 付き

授 業の 中では 個別 の行動目 標の 達成を めざ し，

手 立て や支援 を行 うか，目 標の 整合性 を踏 まえ

授 業が 進めら れて いく。東 雲小 学校の 特別 支援
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学 級で は，一 斉授 業を基本 とし つつ， 課題 の提

の 学級 の行き 来す ることと なっ た。こ のや りと

示 や行 う問題 など は，個別 に違 うこと が多 い。

り から 見えた 児童 の様子と して ，お互 いの 学級

例 えば たし算 の学 習では， ５ま での数 の計 算

に 対し て関心 をも つきっか けと なり， 児童 が交

を して いる児 童も いれば 20 までの 計算 をして

流 をす る場面 も多 く見られ るよ うにな った 。授

い る児 童がい る。 また，予 定の プリン トを 書く

業 で作 成した モー ルのおも ちゃ を見せ 合う 様子

こ とに 関して は， ひらがな をな ぞって 書く ，ひ

で あっ たり， 毎日 のように 続く あいさ つの やり

ら がな ですべ て書 く，カタ カナ や漢字 も使 って

と りで あった り， 日ごろの かか わりを もつ こと

書 くな ど，細 かい 配慮や支 援の もと学 習が 進め

が でき るよう にな っている 。今 後は育 まれ た関

ら れて いる。 児童 の実態に 合わ せた教 材開 発を

わ りを より太 くし ていく必 要が ある。

行 い， また個 々の 実態よっ て目 標を設 定す る必
要 があ る。そ の個 々の目標 に対 して， 児童 のつ

４ ． 低 学 年部 授 業研 に よる 授 業 者 の学 び

ま ずき を把握 し， 手立てや 支援 が必要 とな る。

(1)通 常 学 級 担当 教 員 の学 び

他方 ，通常 学級 では，あ る程 度決め られ た教

今 回の 授業で は， 目・耳・ 声・ 手を動 かす こ

材 と学 習内容 で， 単元全体 の目 標と本 時の 授業

と をき っかけ に活 動への関 心を 引き出 し， もの

の 目標 を全員 がい かに達成 して いくか とい うこ

づ くり に挑戦 した り，不思 議な 感動を 覚え たり ，

と を， 授業を 行う 上で検討 して おくこ とが 求め

遊 ぶこ とを楽 しん だりして ほし いと考 え， 本題

ら れる 。こ の同 じ目標 を全 員が 達成す るた めに ，

材 を設 定した 。興 味関心の 持ち 方や， 材料 ・用

授業の流れの中で行う手立てや支援と児童に

具 の扱 い方に 個人 差がある こと が予想 され たた

よ って の学力 の違 いがある こと にも目 を向 け，

め ，穴 を開け たり ，筒を丸 めた り，モ ール を形

ど のよ うに目 標を 到達して いく か，そ のた めの

作 った りする 作業 で，一人 一人 に合っ た支 援を

必 要な 支援や 手立 ては何か ，検 討して おく 必要

し よう と考え て臨 んだ。
し かし ，実際 には ６名の児 童の 活動を 十分 保

が ある 。ここ に特 別支援教 育と 通常の 教育 の違

障 でき るもの には ならなか った 。本時 の目 標は

い が考 えられ る。
し かし ながら ，授 業を進め てい く学習 をす る

「 紙コ ップに 筒を 付けたり モー ルでへ びの よう

の は児 童であ り， その授業 をす る授業 者は ，児

な 形を 作った りす ることが でき る」で あっ た。

童 の学 習した いと いう願い に寄 り添い ，学 習活

モ ール がしっ かり と回って こそ ，不思 議さ や喜

動 にお ける目 標を いかに達 成し ていく かと いう

び が感 動とな り， 児童一人 一人 が活動 の達 成感

こ とに ついて は， 特別支援 学級 でも通 常学 級で

を 味わ うこと がで き，本時 の目 標達成 とな る。

も 変わ らない 。本 時の目標 は何 か，そ して ，そ

例 えば ，うま く回 らなかっ た④ 児に対 する ，

の ため に必要 な手 立てや支 援は 何かと いう こと

教 師の 支援が 足り なかった 。④ 児の指 に巻 いて

を 考え て取り 組む べきであ る。 授業の 最後 まで

あ げて 教師が 一緒 に作るこ とも 必要で あっ たが ，

こ のこ とにこ だわ り続ける こと が重要 とい う認

ど こま で支援 すれ よいか判 断に 迷った 。児 童の

識 を協 議会で も確 認するこ とが できた 。

実 態に ついて は， 特別支援 学級 の担任 と確 認し

こ のよ うに授 業を 進めるに あた って， 大事 に
す べき ところ は変 わらない が， 目標の 設定 の仕

た り， 実際に 授業 をみたり して 把握は して いた
も のの ，想定 して いたもの とは 異なっ た。

方 や， 手立て や支 援のやり 方の 違いを 理解 し，

他 方， 声を出 して 遊ぶおも ちゃ に興味 をも っ

そ のよ さや難 しさ を認識し てい くこと ，さ らに

て 楽し んでい る児 童もいた 。声 を出す こと で，

は それ ぞれの 専門 性を踏ま える ための 教員 同士

モ ール が少し 動い たり，激 しく 動いた り， モー

の 連携 は，イ ンク ルーシブ 教育 の教員 授業 開発

ル の形 によっ て動 き方が違 った りする こと につ

研 修の 成果と して 示すこと がで きた。

い てお もしろ さを 感じてい た。 授業後 にも おも

ま た， 東雲小 学校 では特別 活動 や行事 を中 心

ち ゃを 見て他 の学 級の児童 がや ってい たり ，作

に 児童 の共生 関係 を育んで いる 。それ を今 回は

成 した 指導が お手 本を見せ たり して， かか わり

授 業レ ベルま で取 り入れ， 実践 するこ とが でき

合 う姿 が見ら れた 。先に述 べた ように 授業 の中

た 。特 別支援 学級 の担任が 通常 の教育 を理 解す

で もお もちゃ づく りがうま くで きたが ，そ の児

る ，ま た，通 常学 級の教員 が特 別支援 教育 を理

童 のお もちゃ の共 有できる 場が あれば ，う まく

解 する ために ，そ れぞれの 学級 の担任 がお 互い

つ くる ことが でき ていない 児童 にも， その 楽し
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さ が伝 わり ，活 発な学 習と なる 可能性 があ った。

よ って ，授 業の 展開を 考え てい く必要 があ った。

しかしながら授業の中では作品づくりに戸

今 回の 授業を 実践 するにあ たっ て，算 数に お

惑 って いる児 童に 対して，か かわり が集 中した 。

け る授 業のポ イン トは既習 した こと（ １年 生の

個 別に 対応す るこ との必要 性を 意識す るあ まり ，

と きに 学習し たぴ ったりの 数を 使って 計算 でき

全 体を 見渡す こと があいま いと なった 。モ ール

る こと ）を想 起し て学習に おけ る気づ きと なる

が 動い たり， 回っ たりする こと が今回 の授 業で

こ とを 想定し てい たが，授 業の 流れの 中で 結び

言 えば ，活動 の達 成感や喜 びに つなが るも ので

つ ける ことが でき ず，その 難し さを痛 感し た。

あ った 。後 半に 一人ず つ披 露す る時間 を設 定し ，

過 去に 既習し たこ との児童 の想 起が教 師の 想定

う まく 回る形 をイ メージし やす いもの にす れば ，

し てい たもの とズ レがあり ，ぴ ったり の数 にす

モ ール をうま く形 作れなか った 児童に とっ ても ，

れ ばや りやす いと いうこと が， 共通の 認識 とは

ア ドバ イスを もら ったり， やり たいと いう 意欲

な らな かった こと が課題と なっ た。

に つな がった りす ることが でき たと考 えら れた。
５

お わ りに
本 研究 では， 教育 のグロー バル 化や共 生社 会

(2)特 別 支 援 学級 担 当 教員 の 学 び
授業 実践を 行う 段階から ，児 童の実 態の 重要

の 実現 に向け ，教 育現場に おけ る子ど もた ちの

性 を考 慮し， 学級 担任から 情報 を得た り， 前時

個 別教 育ニー ズに 対応する ため の教員 研修 に着

の 様子 を伺っ たり すること など 観察を 行っ た。

目 し， 教員間 の共 生関係や 教師 の力量 形成 につ

授 業に ついて も低 学年段階 を考 慮して ，身 近な

な がる インク ルー シブ教育 研修 方法を 検討 した 。

事 象か ら問題 文を 作り，取 り組 むこと がで きる

本 研究 の成果 とし て以下の ３つ を挙げ る。

よ うに した。 授業 に取り組 んだ 結果， ほと んど

第 １に 低学年 段階 における 異学 級編成 児童 に

の 児童 が目標 に到 達してい たこ とをワ ーク シー

よ る「 通常担 －特 支児型」 と「 特支担 －通 常時

ト の記 述から も確 認するこ とが できた 。

型 」の 授業を 教員 の行き来 した 実践か ら， 双方

他 方， 授業の 目標 に到達し たと は言え ない 児
童 が数 名いた 。児 童とのや りと りから わか った

の 違い に気づ き， その実践 から 知見が 得ら れた
点 であ る。
第 １段 階であ る「 異学級集 団に 対する 授業 開

こ とは ，た す順 番が前 の２ 口で も後の ２口 でも ，
ど ちら の解き 方で あっても 考え にくい とい うこ

発 研修 」の実 施を 「通常担 －特 支児型 」と 「特

と であ った。 授業 の中です べて を理解 でき るま

支 担－ 通常児 型」 の授業の 実践 を同時 期に 行う

で には 至らず ，つまず きを 見取 ること がで きず ，

こ とで ，それ ぞれ の教員が 連携 しつつ 授業 づく

必 要な 支援を する ことがで きな った。 本時 の目

り に取 り組み ，実 践するこ とか ら，必 然的 にお

標 に対 して， つま ずく児童 の実 態を把 握し ，目

互 いの 連携が 起こ り，互い の専 門性を 生か し学

標 を達 成する ため の手立て を細 かく検 討し てい

べ る建 設的な 授業 開発研修 とな り得る こと がで

く 必要 があっ た。 そのため には ，日ご ろの 児童

き た。 授業を 実践 する段階 で， 児童の 実態 につ

の 観察 やかか わり が重要で あっ た。

い て把 握は行 った ものの， 少人 数で行 う特 別支

通常 学級で 授業 を行う場 合， 本時の 目標 につ

援 学級 の実態 の差 と，大人 数で 行う通 常学 級の

い て達 成して いく ことが重 要に なる。 しか しな

実 態の 差はど ちら において も幅 がある が， 学級

が ら先 に述べ たよ うに，目 標の 到達に 向け て個

編 成の 特性か らも 実態の差 にお ける質 は違 う。

別 に対 応が求 めら れる場合 もあ る。ク ラス 全体

特 別支 援学級 で言 えば，児 童の 障害の 特性 か

を 見た ときに ，児童が 課題 に対 して疑 問を もち ，

ら 個々 によっ て理 解の仕方 や見 通しの もち 方，

思 考し ながら 活動 していた かと いう点 では ，疑

達 成す る目標 も異 なる。そ のた めに必 要な 個別

問 が残 る。教 師が 授業後半 で求 める解 答を 前半

の 手立 てや支 援を 想定し， 授業 の中で 行う 必要

で ある 程度理 解し ている様 子も 伺うこ とが でき

が ある 。

た 。そ のこと から も課題設 定に は，ク ラス の学

他 方 ，通常 学級 で言え ば ，授 業の 流れの 中で ，

力 によ ってそ のバ ランスを 考え ていく 必要 があ

学 習に 対する つま ずきを見 取り その状 況に 応じ

る と感 じた。 授業 の中で児 童に とって やり がい

て ，適 宜指導 して いく必要 があ る。児 童の 実態

が あり ，学習 に対 して達成 感を もつこ とが でき

を 把握 するこ とに ついても 見方 は異な る部 分も

るようにするためには，児童の思考の流れに

多 いこ とがわ かっ た。
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第 ２に 特別支 援学 級におけ る教 科の専 門性 を

と して ，校内 研修 として位 置づ け，さ らな る取
り 組み が必要 であ る。

踏 まえ た児童 支援 の必要性 であ る。
今 回の 算数科 の授 業で言え ば， これま で既 習

今 後は ，これ まで の取り組 みを 第２段 階， 第

し たこ とを生 かし て本時の 学習 に反映 して いく

３ 段階 へとつ なげ ，第２段 階で の授業 開発 と実

こ とで ，算数 の面 白さに気 づか せてい くこ とが

践 協議 を行い 教員 の意識変 容と の違い を明 らか

必 要で あった 。特 別支援教 育に おいて も， 学習

に し， 研修課 程の 有効性を 示し ていき たい 。

し たこ と，日 常生 活に反映 され たり， 次時 の学

ま た， 今回は 学年 団での取 り組 みとな った こ

習 に生 かされ たり するかと いう 視点で 教育 活動

と から ，学 校全 体で行 うた めの 研修に して いき ，

を 構成 できる よう に意識し てい く必要 があ るこ

協 議で きるよ うに していき たい 。今後 も研 修課

と はこ れまで も言 われてき た。

程 モデ ルの吟 味・ 検討を続 けて いく。

特 別支 援学校 の学 習指導要 領に よると ，知 的
障害のある児童生徒の学習上の特性に学習に

註

よ って 得た知 識や 技能が断 片的 になり やす く，

１ ）髙 阪英 徳，新 谷和 幸，天野 紳一 ，中丸 敏至 ，

実 際の 生活の 場で 応用され にく いこと が挙 げら

番 本充 俊，坂 田行 平，谷栄 治， 林孝「 教育 の

２）

。 そ のこ と から も 「教 科 ・領 域を 合

グ ロー バル化 に対 応した教 員授 業研修 に関 す

わ せた 指導」 を教 育課程の 中に 位置づ け， 具体

る 研究 」
『広島 大学学 部・附 属学 校共同 研究 機

的・実際的 な内 容を取 り扱 うこ ととな って いる 。

構 研究 紀要第 43 号 ， 2015， pp163－ 172．

生 活単 元学習 では ，単元と 単元 とのつ なが りを

２ ）文部 科学 省（ 2008），
『 特別支 援学 校教育 要

れ て いる

領 学 習指 導要領 』．

重 視す る視点 もあ るが，教 科の 指導と のつ なが
り はど うか， 領域 の指導と のつ ながり はど うか
な ど， 教育活 動全 体を通じ て吟 味して いく 必要
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