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平成２８年度文部科学省委託 特別支援教育に関する実践研究充実事業 
（特別支援教育に関する教育課程の編成等についての実践研究） 

研究報告書 
                                  県立横手支援学校 

Ⅰ 研究の概要 

１ 研究主題 

ライフキャリアの視点を大切にした教育課程の編成 
～地域資源を活用した授業づくりを通して～（二年次） 

 
２ 研究主題の設定理由 

   横手支援学校（以下、本校）は現在小学部22名、中学部22名、高等部49名の計93名の児童生

徒が在籍し、その大半が横手市内から通学しており、医療的ケアを要したり、肢体不自由を併

せ有したり、障害の特性や過去の経験等から社会性や主体性、自己肯定感が極端に低い状況も

みられたりするなど、障害等の重度・重複化、多様化がみられる。このような実態を踏まえる

と、一人一人のキャリア発達に向け、本人主体の指導・支援を積み重ねていく必要がある。 

   過年度研究の成果や卒業後支援の実施状況から、一人一人のキャリア発達を一連の流れとし

て捉えた学部間の系統性のある指導内容を設定するとともに、職業的自立より広義な社会的自

立の視点での教育実践の必要性が挙げられた。児童生徒の実態からも地域の中で生活するため

の基礎的・基本的な学習内容の定着とともに、自分の役割を果たしながらよりよく生きようと

する意欲や態度を喚起していくことが大切であると考える。そこで、平成27年度の研究では、

ライフキャリア*１を「生涯にわたり、地域で役割を果たしながら自分らしく生き、自己実現を

果たそうとする生き方」と定義し、その視点として「役割を果たす」「自分らしく生きる」「自

己実現を果たす」と定めた。授業づくりにおいては、キャリア教育全体計画に各学部段階での

重点事項を明記し、その具現化を目指した取組を行った。この継続的な取組が社会的自立に向

けた系統性のある指導の実現につながると考える。 

   また、本校の教育活動の中には、地域の人材や施設の活用や地域の祭りへの参加など、地域

に根付いた活動が多くある。地域資源を活用した学習活動は、生活に結び付いた具体的・実際

的な活動であり、児童生徒の社会的自立に向け、多様な活動が設定できる。キャリア教育全体

計画に示した各学部段階での重点事項を踏まえた授業づくりでは、地域資源を効果的に活用す

ることで、各学部段階に応じた系統性のある指導目標や指導内容の設定、目標達成に向けた多

様な指導方法が可能になると考える。加えて、平成27年度の研究で得られた成果からも地域資

源を活用した授業を通して、自分の果たすべき役割に気付いたり、地域の人材との関わりの中

で、自分らしさを発揮し、目標に向かって活動したりするなど、ライフキャリアの視点に関わ

る児童生徒の変容が期待できる。 

   上記の事柄を踏まえ、障害の重度・重複化、多様化する現状に対応した教育活動を展開する    

ために、ライフキャリアの視点を大切にした教育課程の編成の下、キャリア教育全体計画に示

した各学部段階での重点事項を踏まえて、系統性のある指導目標、指導内容を設定し、授業実

践の中でその妥当性を評価する。その評価の積み重ねを整理し、教育課程を評価・改善する過

程を繰り返し行いながら、児童生徒の社会的自立に結び付く教育課程を編成していくことが必

要と考え、本主題を設定した。 

 

  ＊１ 本校のキャリア教育は、事業所等での働く力の習得に偏ることなく、職業生活を支える

家庭生活や地域生活の充実を図る社会的自立を目指す意味からライフキャリアと用いて

いる。 
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３ 研究仮説 

ライフキャリアの視点を大切にした教育課程を編成し、それに基づき、地域資源を活用しなが

ら児童生徒が自分の役割に気付き、自分らしさを発揮し、自分のなりたい姿に向かって活動する

ための授業実践を重ねる。このことで、児童生徒の社会的自立につながる力が育っていくだろう。 
 

４ 研究組織 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

＊２ 校長、教頭、教育専門監、各学部主事等で構成し、教育計画等を協議する会（週１回開催）。 

＊３ 各学習グループの指導計画作成の段階から関わり授業づくり（計画、実施、評価、改善）

に関するアドバイスや指導助言を行う。以下、授業改善COと記載する。 

＊４ 大曲支援学校（教育専門監、教務主任、研究主任）、せんぼく校（教務主任、研究主任）、

稲川支援学校（教務主任、研究主任）、本校（教育専門監、授業改善CO、総括教務主任、教

務主任、研究主任）で構成し、研究推進の連携を協議する会。これを基に授業研究会等の

相互参加の調整を行う。 

 

５ 研究内容・方法 

（１）ライフキャリアの視点を大切にした教育課程の編成（計画） 

 実施事項及び内容 実施担当等：時期 

① 教育課程の確認 

・学校教育目標や学部経営目標、指導の重点、指導の形

態ごとの目標等を確認する。 

・教育課程編成等に係る日程や組織の役割を提示し、共

有する。 

 

職員会議、学部会、全校研

究会：４月  

学部研究会：５月 

教育課程説明会：４月 

② 児童生徒の「育てたい力」の検討及び共通理解 

・個別の指導計画を基に、児童生徒一人一人についての

「育てたい力」を検討し、共通理解を図る。 

・キャリア教育全体計画を基に、キャリア教育の趣旨と

重点事項を共有する。 

 

学部研究会：５月 

 

研修日：６月、８月 

③ 年間指導計画の作成 

・研究対象となる単元とその他の単元や指導の形態との

 

研修日：４、５月  

拡大研究部会 

県南特別支援学校教育課程等協議会 ＊４ 

全校研究会 

教務部 教育課程検討委員会 

学部会 

研究部 

授業研究 

・公開研究会（事前研含む） 

・全校授業研究会 

・ミニ授業研究会 

 訪問教育事例研究 

 四部会（校長、教頭、事務長、教育専門監、総務主任、教務主任、生徒指導主事）＊２ 

 授業改善コーディネーター ＊３ 

研  修 

・全校研修会 

・学部研修会 

・ミニ学習会 
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系統性や関連性が見える年間指導計画を作成する。 評価・改善：単元終了後等 

 

（２）ライフキャリアの視点を大切にした教育課程の実施と授業づくり 

 実施事項及び内容 

① 授業計画 

・授業改善 CO を交え、本校の授業づくりのための冊子「授業づくりの基礎・基本～横

手のスタンダード～」（以下、「横手のスタンダード」と記載する。）を基にしな

がら、指導目標、指導内容等に着目し単元構想をする。 

・指導目標達成とよりよい授業づくりに向け、地域資源の活用を吟味する。 

② 授業実践 

・一人一人の学びを積み上げ、振り返るためにキャリアノートを活用する。 

③ 授業評価 

・授業者が、「授業づくり振り返りシート」により児童生徒の変容と指導目標等につ 

いて自己評価を行う。 

・授業改善 CO の助言や授業研究会等での協議による他者評価を行う。 

④ 授業改善（授業計画の改善） 

・授業実践の評価を基にして学習計画等の改善を行う。 

 

（３）ライフキャリアの視点を大切にした教育課程の評価・改善 

 実施事項及び内容 実施担当等：時期 

① 年間指導計画の評価・改善 

・授業づくりを通して得られた評価や各学部の指導の重

点を基に、指導目標や指導内容、学習活動等の評価を

定期的に行い、検討・改善を図る。 

 

学部研究会等：８月、12 月 

② キャリア教育全体計画の評価・改善 

・学習グループや各学部の授業づくりで得られた評価を

整理し、授業づくりと各学部の指導の重点や学部経営

目標との整合性を評価し、検討・改善を図る。 

 

学部会：７月、12 月  

教育課程検討委員会：７月、

12 月、２月 

③ 教育課程の評価・改善 

・学習グループや各学部の授業づくりで得られた評価を

整理し、教育課程の実施内容がライフキャリアの視点

と合致するものかを評価し、教育課程の基本方針や指

導計画等の改善を図る。   

 

学部会：７月、12 月  

教育課程検討委員会：４月、

７月、12 月、２月 

 

（４）ライフキャリアの視点を大切にした教育課程を編成するための研修会（1回30分間） 

 実施事項及び内容 実施担当等：時期 

① 年間指導計画 

・年間指導計画作成の要点（手順、記載事項）の確認と

作成に関して授業者間での話し合いを行う。 

 

研究部：４月、５月 

 

② 教育課程と授業づくり 

・教育課程の編成と授業づくりの関連性について講話を

基に共通理解を図る。 

 

研究部、授業改善 CO：５月 

③ 授業づくりのポイント 

・「横手のスタンダード」を基に、今年度の授業づくり

のポイントを確認する。 

 

研究部、授業改善 CO：６月 

④ 肢体不自由児に対する授業づくりのポイント 

・「姿勢」に関わる配慮点を中心に演習を通して、授業

づくりのポイントを確認する。 

 

研究部、専門性の高い教員:

６月 

⑤ キャリア教育 

・Ｈ28 年度キャリア教育全体計画の重点事項の改善点を

中心に確認する。 

 

研究部、教務部:８月 
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６ 研究計画 

時期 主な研究会・会議等 主な実施内容 

４月 ・拡大研究部会① ・研究の方向性検討新 

・教育課程検討委員会① ・教育課程の確認 

・全校研究会① ・研究概要の確認 

６月 ・県南特別支援学校教育課程等協議会① ・教育課程と研究推進に関する意見交換 

・ミニ授業研究会〜７月 ・各学習グループの授業研究 

７月 ・拡大研究部会② ・公開研究会に向けた協議 

・教育課程検討委員会② ・１学期の教育課程の評価と改善案検討 

８月 ・全校研究会② ・研究の進捗状況と公開研究会概要確認 

・研修報告会① ・先進校視察等の情報共有 

９月 ・全校授業研究会① ・高等部授業提示と授業研究 

・県南特別支援学校教育課程等協議会② ・１学期の評価及び改善案に関する意見 

交換 

10 月 ・全校授業研究会②、③ ・小学部、中学部授業提示と授業研究 

11 月 ・公開研究会事前研究会 ・公開研究会に向けた授業研究 

・公開研究会 ・授業提示、教育課程に関する協議 

12 月 ・拡大研究部会③ ・研究のまとめの方向性確認 

・全校研究会③ ・公開研究会、研究のまとめの確認 

・教育課程検討委員会③ ・２学期の教育課程の評価と改善案検討 

１月 ・県南特別支援学校教育課程等協議会③ 

 

・２学期の評価及び改善案及び次年度の 

 教育課程に関する意見交換 

・拡大研究部会④ ・次年度研究推進の検討と総合教育セン 

ターでの情報発信内容の確認 

２月 ・教育研究発表会 ・総合教育センターでの情報発信 

・全校研究会④ ・２年次のまとめの共通理解 

・教育課程検討委員会④ ・次年度の教育課程の検討 

３月 ・研修報告会② ・先進校視察等の情報共有 
・全校研究会⑤ ・次年度研究推進の方向性協議 

 

Ⅱ 研究の実際 

 １ ライフキャリアの視点を大切にした教育課程の編成（計画） 

 （１）教育課程の確認 

   ①学校教育目標や指導の重点等の確認 

   職員会議や学部会、全校及び学部研究会（４、５月）を通して、学校教育目標、学部経 

営目標と、その指導の重点、指導の形態ごとの目標等を学部職員及び全校職員で共有した。  

  また、教育課程説明会（４月）において教育課程編成の手順や日程等を確認した。 

   昨年度の研究の成果・課題を基に、研究対象（小学部・中学部：生活単元学習、高等部： 

  職業科）に関して各学部の教育課程編成で意識したことは、以下の通りである。 

小学部 

生活単元学習 

・遊びの指導と生活単元学習の時数や週時程表上の配置の適正化 

・身近な生活の中から取り上げたテーマを中核とした学習計画 

中学部 

生活単元学習 

・育てたい力を具現化するための効果的な地域資源の選定 

・地域から学ぶ、学びを地域に発信する等、学びを広げる学習活動の設定 
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高等部 

職業科 

・学年ごとの積み重ねのある指導内容の検討、実施 

・職業科の時数や週時程表上の配置の適正化 

・学び方に応じた学習形態（グループ）の検討 

   ②教育課程編成に関する研修会の実施 

   教育課程等に関する基礎理解を高める目的で、研修会を実施した。授業改善COを講師に

「教育課程と授業づくりのつながり」について、全職員で共有を図った。 

 

 （２）児童生徒の「育てたい力」の検討及び共通理解 

   ①児童生徒の「育てたい力」の検討 

   学部研究会において、キャリア教育の重点事項について学部職員で共有した。また、「育  

  てたい力」を焦点化するため、個別の指導計画を基に、在籍する児童生徒の実態と学部段  

  階の重点事項を合わせて検討し、共通理解を図った。 

   ②各学部の研究テーマの設定 

   ライフキャリアの視点を基にした各学部の「育てたい力」を育むための研究テーマを設  

  定した。各学部の研究テーマは、以下の通りである。ライフキャリアの３つの視点は、「役 

  割を果たす」ことを通して、「自分らしく生きる姿」や「自己実現を果たす姿」に結び付  

  くと捉えていることから、各学部ともに「役割を果たす」ことに着目し研究を進めた。 

学 部 研究テーマ 

小学部 自分のやることが分かり、意欲的に活動に向かう姿を育む 

～生活単元学習の実践を通して～ 

中学部 学習集団の中で役割を果たしながら、活動をやり遂げる姿を育む 

～生活単元学習の実践を通して～ 

高等部 社会生活に向け、経験を生かしながら考え、判断し、行動する姿を育む 

～職業科を中心とした実践を通して～ 

 

 （３）年間指導計画の作成 

   ①年間指導計画の様式の見直し 

   年間指導計画を題材一覧【研究対象となる単 

元とその他の単元や指導の形態との関連性が見 

えることを趣旨とした計画：Ａ３用紙】(図２) 

と指導の形態【単元の系統性や発展性が見える 

ことを趣旨とした計画：Ａ４用紙】(図３)の２ 

種類を作成した。年間指導計画の内容としては、 

学部の経営目標や学部における指導の形態の目 

標を記載する欄を設けることで教育課程編成の 

手順を意識できるように配慮した。 

   ②年間指導計画作成に向けた話し合い 

   ４月、５月に年間指導計画に関する研修会を 

行い、年間指導計画の記載の仕方（目標と学習 

活動、評価等）と共に、年間指導計画作成に向 

けて授業者で計画を練り合う機会を設けた。 

 

 

図２ 年間指導計画（題材一覧） 

図３ 年間指導計画（指導の形態） 
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 ２ ライフキャリアの視点を大切にした教育課程の実施と授業づくり 

 （１）ライフキャリアの視点を大切にした授業づくり 

     授業づくりにおいては、図４にあるように 

    ライフキャリアの視点を意識した指導計画を 

    たて、授業改善 CO と単元構想をし、キャリア 

    ノートで学びを残し、授業づくり振り返りシ 

    ートで授業を評価し、指導計画の改善に生か 

    す過程を積み重ねた。 

  

 （２）単元構想会の実施 

   授業改善 CO を交え、 本校の授業づくりの 

  ための冊子「授業づくりの基礎・基本 横手 

  のスタンダード」（以下、「横手のスタンダ 

  ード」と記載する 資料２）を基にしながら、 

  指導目標、指導内容等に着目し単元構想会を実施した。また、指導目標達成に向け、地域

資源を効果的に活用するための場所や目的の選定や吟味をした。 

   

 （３）キャリアノートの活用 

   一人一人の学びを積み上げ、振り返るために「キャリアノート Yokoteshien Educational   

  Standard」（以下、キャリアノートと記載する）を活用することを周知し、各学部で活用  

  方法やその目的を確認した上で、児童生徒の実態に応じて活用した。 

学 部 キャリアノートの活用の仕方 

小学部 ・児童が分かりやすいように「がんばりノート」という名 

称で作成し、学習の楽しさや頑張りを思い出したり、互 

いに認め合ったりするためのツールとして活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

中学部 ・学習活動を通して感じたことや考えたことを授業でまと

め、次に生かすためのツールとして活用する。 

高等部 ・生徒が学びを蓄積し、自分の成長を実感するためのツー 

ルとして、教師は指導計画の立案、指導内容の選定のツ 

ールとして活用する。 

  

 （４）授業づくりと授業研究会の実施 

     授業づくりにおいては、児童生徒一人一人のキャリア発達を促すことを目指して、各学 

    年、学習グループ等で、授業研究会を１〜２回行い、自己評価及び他者評価を得た。 

研究会名 学部・学年・グループ等 回数 

ミニ授業研究会 

(授業提示と 

 30 分間の授業研究会) 

小学部１年、２・３年、６年  

９回 
中学部２年合同、３年１組  

高等部１年合同、２年職業２グループ、３年職業未来グルー

プ、笑顔グループ 

全校授業研究会 小学部４年、中学部３年２組、高等部２年職業１グループ ３回 

公開研究会 

（事前研含む） 
小学部５年、中学部１年合同、高等部３年職業希望グループ 

６回 

(各２回) 

 

図４ 授業づくりの過程 
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   全校授業研究会と公開研究会での提示授業と活用した地域資源及び得られた評価は、以  

  下の通りである。         【成果・課題 子：児童生徒の変容 指：教師の指導・支援】 

授業研究会名 

【授業提示学年等】 

「単元名」 

単元の概要 成果 

活用した地域資源 課題 

第１回全校授業研究会 

【高等部２年１グループ】 

「働く人になるために①  

学校でできることを決めよう」 

 これまでの学習を基に自分自身を

振り返り、職業ガイダンス等を利用し

働くために大切な力について学び、２

年生でなりたい姿や取り組む内容を

決めることを目的とする。 

子：学習への見通し 

指：導入時のまとめの提示 

指：ねらいが明確 

子：自分の学びのまとめ方 

指：社会の動向を把握する 

指：単元テスト（理解度の把握） 
 障害者職業センター 

第２回全校授業研究会 

【小学部４年】 

「おひさまたい おばけのゲ

ームやをしよう」 

 おばけの本の読み聞かせ等をきっ

かけとし、ゲーム屋を開く。計画や準

備を通して、関わりを広げたり、自分

たちが準備した物で友達が遊ぶ様子

を見て、喜びや達成感などを味わうこ

とを目的とする。 

子：学習活動への期待感 

指：振り返りの積み重ね 

指：魅力ある教材 

子：障害の重い児童の活動 

指：自立活動の指導との関連 

指：「育てたい力」の明確化 
 読み聞かせの会 

第３回全校授業研究会 

【中学部３年２組】 

「ＹＫＴ読み聞かせ隊② 

～むつみ保育園のみなさんに

楽しんでもらおう～」 

 保育園児への読み聞かせ（協力しな

がら成し遂げる活動を継続的に行う

こと）を通して、自分や友達のよさに

気付き、互いを必要としながら向上し

ようとする力を育てることを目的と

する。 

子：認め合う姿 

指：共通の目的 

指：生徒の発言の受け止め 

子：協力するメリットの理解 

指：板書の情報量 

指：全体と個別のまとめ 
 近隣保育園 

公開研究会 

【小学部５年】 

「みちのえきの「おいしい」を

みつけちゃおう、おしえちゃお

う」 

 友達の居住地にある道の駅の見学

や買い物を通して、それぞれの楽しい

ことやおいしい食べ物を見付け、それ

を友達、保護者など身近な人に伝えた

り、感じた思いを共有したりすること

を目的とする。 

子：「できた」という満足感 

指：テーマソングの活用 

指：発表等の共有の場 

子：相手への伝え方 

指：一人でできる環境整備 

指：活動量、難易度の調整 
 道の駅十文字 

公開研究会 

【中学部１年】 

「横手のいいとこ、見たい、聞

いたい、触れ合いたい３〜自分

たちの増田マップを作ろう〜」 

 生徒の関心の高い地域の産業や文

化、人と触れ合いながら、友達と協力

して意欲的に調べ学習、マップ制作、

発表活動に取り組み、地域や友達のよ

さに気付くことを目的とする。 

子：生徒同士の認め合い 

指：実態の応じた役割の設定 

指：学習ルール 

子：学びの実感 

指：考える機会の保障 

指：めあてとまとめの整合性  増田市街 

公開研究会 

【高等部３年希望グループ】 

「イケてる社会人になるため

に④〜知ってる？健康で楽し

く生活するための方法〜」 

 地元企業の協力を得ながら、家庭生

活での役割を考えたり、働くことを中

心をした生活をするために、健康的な

家庭生活が基盤となることを理解し

たりすることを目的とする。 

子：目的を理解し学ぶ姿 

指：他者からのアドバイス 

指：自分のこととしてのまとめ 

子：望ましい姿を知っている 

指：評価の場（家庭との連携） 

指：内容の精選  関係事業所 

 

（５）授業づくり振り返りシートの実施 

   授業者が「授業づくり振り返りシート」を用いて定期的に自己評価を行った（７月期、

10 月期、12 月期と２か月に１度の頻度で実施）。実施は、授業者の個人評価と授業者間の

複数名での評価を行い、授業改善に向けて、授業者間での練り合いの機会にもした。「授
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業づくり振り返りシート」では、授業（単元）構想、支援方法、教師の基本姿勢、学習活

動、児童生徒の変容等の項目について評価した。授業づくり振り返りシートの集計結果（抜

粋）及び読み取れる事柄は次のとおりである。 

                     【割合は、４段階評価の「よい」「概ねよい」の合計】 

評価項目 ７月期 10 月期 12 月期 

・学校教育目標等や児童生徒（保護者）・教師の願いや思いを踏まえ、単元で 

 育てたい力を具体化している。 
56% 90% 94% 

・他の単元や指導の形態との関連を明確にしている。 70% 74% 84% 

・学習のめあてが提示されている（児童生徒が学習のめあてを理解している）。 94% 79% 89% 

・児童生徒のめあてや教師のねらいを達成するための学習が展開されている。 69% 84% 94% 

・まとめの時間が確保されており、児童生徒が本時の学びを実感できる工夫が 

 ある。 
44% 55% 84% 

・単元の中で、児童生徒の変容を見取ることができた。 81% 83% 100% 

〜読み取れる事柄〜 

・７月期は、昨年度の同時期に比べると、全体的に評価は上がっている。しかし、「育

てたい力」の具体化や「まとめの時間」の確保の数値が低い結果となった。一方、児

童生徒が学習のめあてを意識できるように意識して提示している様子が読み取れる。 

・10 月期は、「学校教育目標」や「育てたい力」を意識した授業づくりがなされている。

一方で、「めあての提示」が下がっているが、自由記述を見ると「児童生徒にとって

分かりやすい提示の仕方の工夫」等のより高度な課題意識が読み取れる。 

・12 月期は、「まとめの時間の確保」が著しく向上した。各学部の授業研究会で「まと

めの仕方」が話題となったことから、意識的に授業づくりがなされていることが読み

取れる。しかし、自由記述からは、「めあてとまとめの整合性」を高めることについ

ての課題意識が読み取れる。 

・「授業づくり振り返りシート」では、「横手のスタンダード」の項目と関連付け、

授業づくりの観点を絞ったことで、「よい」「概ねよい」の合計の平均値が 81％

となり、全校で同じ観点で授業づくりを考え、実施できたことが読み取れた。「学

校の教育目標を意識した授業づくり」や「育みたい力を明確にした授業づくり」など

の項目で伸びが見られる。 

  

 ３ ライフキャリアの視点を大切にした教育課程の評価・改善 

 （１）年間指導計画の評価・改善（表１） 

  授業づくりで得られた評価を基に、年間指導計画を表１の時期、方法、内容で評価し、 

指導計画に改善に結びつけた。改善に関しては、指導計画の改善に加え、目標や内容を絞

る目的から学習グループの再編を行なった学年もある。 

表１ 年間指導計画の評価・改善に関わる時期、方法、内容 

評価時期 ・ミニ授業研究会の単元構想後（６～７月） 

・単元終了後や学期末 

評価方法 ・授業づくり振り返りシート（自己評価） 

・授業改善コーディネーターによる助言（他者評価） 

評価の内容 ・指導目標  ・指導内容と学習活動  ・教師の手立て  

・指導目標達成度（児童生徒の変容） 
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 （２）キャリア教育全体計画の評価・改善（表２） 

  在籍する児童生徒の実態とキャリア教育の目標を摺り合わせ、教務部を中心としながら、 

 今一度重点事項の文言や発達の段階についての整合性を検討した。その結果、「地域」の 

 文言の追加が検討され、７月に平成28年度の改訂版が提示された。改訂部分に関しては、 

８月の研修会において、全校で周知した。 

  分掌主任会＊５においても、キャリア教育推進に係わる各分掌部の役割についての検討を 

行い、修正等を行った。２月には、学習グループや各学部の授業づくりで得られた評価と 

児童生徒一人一人の変容を整理し、授業づくりと各学部の重点事項や学部経営目標との整 

合性を評価し、改善を図る。 

    ＊５ 各分掌部の主任が月１回、分掌間の連携や連絡調整を円滑に進めるために行う会。 

表２ キャリア教育全体計画の評価・改善に関わる時期、方法、内容 

評価時期 ７月 ９月 ２月 

評価担当 教務部、研究部等 分掌部主任会 学級担任等 

評価方法 協議 協議 協議 

評価の内容 ・「地域」の内容 ・キャリア教育の推進 

の各分掌部の役割 

・児童生徒の変容 

・重点事項の姿 

 

 （３）教育課程の評価・改善（表３） 

  教育課程の評価・改善に向けては、授業づくり等の即時的な評価・改善に加え、以下の 

 表に記載した担当や組織によって定期的な評価・改善も行なった。特に、教育課程検討委 

 員会（７月、12月）では、「小学部・中学部・高等部の系統性、発展性」「次年度の教育 

課 程編成に向けた見直しと改善点の見極め」と内容を絞り実施した。そのことで、「役 

割を果たす」を学校生活や係活動に限らず、家庭生活や地域生活での「役割」に結び付く 

学習活動を展開することや家庭と連携を密接にしていくこと、「学部の系統性、発展性」 

としては、中学部から高等部へ進学する際に学習集団が大きく広がることを想定した集団 

の中で自分らしさを発揮する姿を育てることやそのための進路指導の充実が確認され、以 

降の教育課程の改善に反映させた。 

表３ 教育課程の評価・改善に関わる担当、時期、方法、内容 

評価担当 

 

分掌部 各学部 教育課程検討委

員会 

県南特別支援学

校教育課程等協

議会 

評価時期 学期末 学期末 ４、７、12、２

月 

６、９、１月 

評価方法 あきた型学校

評価 

アンケート及び 

協議 

協議 意見交換 

評価の内容 ・基本方針 

・指導計画 

・ライフキャリア

の視点 

・学部経営の重点 

・学部の系統性、

発展性 

・次年度への改

善点 

・段階的な地域

資源の活用等 

  授業研究会の協議では、授業改善に加え、教育課程に関する協議も行った。協議に関し 

 ては、「学習や経験を生活に結び付けるための方策」「生活単元学習と他の指導の形態と  

 の有効な関連付け」「学習集団の中で、役割を果たそうとする姿を育むための学習」「単 

 元構想の在り方」「３年間を見通した積み重ねのある指導の在り方」「家族や働く場との 
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 連携を構築するための手立て」等の協議題で進めた。 

     １・２学期の実施から挙がった成果・課題や授業研究会の協議で得られた示唆を基に、 

次年度の教育課程の編成を行っている。次年度の教育課程編成に向けた各学部の共通事項 

としては、以下の３点を基に検討している。 

  

   ○発達の段階と生活年齢、児童生徒の教育的ニーズ、障害の多様化に対応する具体的な取組 

   ○目指し将来像を明確にした具体的な取組 

   ○将来の生活に必要な基礎的・基本的な力を育成するための具体的な取組 

 

 

Ⅲ 研究の成果と課題 

１ ライフキャリアの視点に関わる児童生徒の変容 

   キャリア教育全体計画の下、一人一人の育てたい力を明確にし、地域資源の効果的な活用 
を吟味しながら授業づくりに取り組んできた。そのことで、以下のような変容が見られた。 

 ○学習集団の中で、それぞれの役割を設定したり、自分たちで決めたりすることで、学習に

消極的な児童生徒が期待感や意欲をもって主体的に行動した。また、役割を果たすことで

児童生徒同士が認め合ったり、折り合いをつけたりする様子が確認できた。 
○係活動や仕事の役割分担等だけでなく、集団や対人関係の中における役割である「話を聞

く」「相手に話をする」などの学習ルールの習得が促された。 
 ○学校での役割から徐々に家庭や地域での役割にも目を向けられる児童生徒が見られた。 
 ○学習の中で、目的やその対象等を明確にすることで、学習を自分のこととして学んだり、

目的をもって学校生活を送ったりした。 
   ○目的意識をもって学習に向かい、まとめの段階で自己評価や他者評価を行うことで、自ら 

の思考をさらに深めたり、学びを実感したり、次の課題に目を向けたりした。 
  これらの変容は、役割を果たすことに着目しながら、授業実践を積み重ねてきたことで、 
 自分の役割に気付いたり、自ら役割を果たしたりする姿に付随して、自分らしさに気付い   

たり、発揮したり、自分のなりたい姿をもち、その姿に向かって活動する姿に結び付く変容

も確認できたことと捉える。つまり、社会的自立に向け一人一人の学習や生活への向き合い

方の変容が見取れたと捉えることができる。 
  

２ 教育課程と授業づくりの改善 

    ２か年の研究を通して、以下の点について教育課程と授業づくりの改善が見られる。 

  ○学校教育目標や指導の重点、他の指導の形態との関連性のある指導計画を作成することが 

できた。 

  ○キャリア教育全体計画を基盤として児童生徒の育てたい力を明確にし、系統性や発展性の 

ある指導計画が実現してきた。 

○単元構想において、学習の目的（「なぜ」「なんのために」）が明確にされ、育てたい力を達 

成するために地域資源を効果的に活用する授業づくりができてきた。 

  ○学びを積み重ねることを目指し、児童生徒に分かりやすくめあてを提示したり、単元や授 
業の目標を達成するための学習活動を設定したり、授業を振り返るためのまとめの時間が

確保されていたりと授業スタイルが確立してきた。 
   ○評価の視点を絞った教育課程の定期的な評価・改善が行われた。また、一年次の課題より 

次年度教育課程の編成時期の見直しを図ることができた。 
    上記の教育課程と授業づくりの改善を通して、「授業づくり振り返りシート」と同様に、
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学校評価でも職員の学校運営への参画と教育課程の実施意識の向上が読み取ることができる

（表４）。また、保護者からも現在の教育課程への評価を得られたこととなる。キャリア教育

全体計画によって学校として、一人一人のキャリア発達を考える指標をもち授業づくりに取

り組んだことで、多様化に対応した教育課程に向けて前進したと考える。 
表４ 学校評価アンケート結果抜粋 

【割合は、４段階評価の「よい」「概ねよい」の合計】 

 評価項目 後期評価 

教 師 ・キャリア教育全体計画・指導内容の学部間の系統性と関連性が分

かる年間指導計画の作成 

95％ 

 

・学校教育目標と教育課程の整合性の確認とPDCAサイクルによる定

期的な見直し 

94％ 

・ライフキャリアの視点による授業づくりと授業改善 97％ 

保護者 ・将来の社会参加に結び付く地域との関わりがある教育課程 100％ 

 

３ 今後の課題 

   今後の課題は以下のとおりである。 
○学習内容が係活動や学習活動の中で役割を果たすなど、学校内で「役割を果たす」こ

とが多く設定される傾向がみられた。小学部・中学部段階から家庭生活や地域生活を

意識した学習内容（進路指導）を段階的に展開することや家庭・地域との連携を早期

から段階的・継続的に実施することが求められる。そこで、次年度は、小学部：主に

生活科（生活習慣）の指導内容を押さえた日常生活の指導、中学部：職業・家庭科、

高等部：家庭科を実施し、よりねらいを絞った指導を図る。 
○本研究では、児童生徒一人一人のライフキャリアに着目して研究を進めた。ライフキ 
ャリアの視点よる授業づくりでは、一定の成果を得ることができた。今後より充実さ

せていくためにも、児童生徒一人一人の社会的自立に向け、ライフキャリアの視点を

個別の支援計画や個別の指導計画に具体的に反映させていく必要があり、次年度に向

けて様式の改善に着手している。 
○他の指導の形態等と関連性のある指導計画の作成を行い、授業づくりに取り組んでき

た。単元において効果的に児童生徒の変容を促すためには、実施時期の調整が不可欠

であり、実施時期には、学習や学校及び学部行事も大いに関連している。そこで、次

年度の教育課程編成に向け、教育計画の精選と調整を行っている。 
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