
プロジェクト研究 ４

特別支援学校（知的障害）における授業改善の在り方



はじめに

「生きる力」をはぐくむために，その具体的な手立てを確立するという観点

から学習指導要領が改訂され，今年度から幼稚園では全面実施，小・中学校で

は一部の教科等での先行実施が始まりました。

新学習指導要領の趣旨を学校教育に具体的に生かす段階に入った今，各学校

にとって，新学習指導要領と各学校の教育課題を踏まえ，創意あふれる教育活

動を展開することが喫緊の課題となっております。また，教員一人一人には，

次代を担う人間を育てるために，教育の新しい流れに柔軟に即応していくこと，

そのために研究・研修を重ねて常に自己変革を図っていくことが求められてお

ります。

秋田県総合教育センターでは，時代や社会の要請を踏まえつつ，本県の学校

教育課題の解決に役立つ研究を目指して，実践的研究を重ねております。本年

度は，当センターの基本研究課題「『生きる力』をはぐくむ豊かで特色ある学

校の創造」の下，校内授業研修の在り方（３年研究の最終年次），教員研修シ

ステムの構築，情報モラル指導の在り方，特別支援学校における授業改善の在

り方の４つに視点を当てて，各学校のニーズに応えるべくプロジェクト研究を

進めて参りました。

ここに，それぞれのプロジェクト研究の成果を「研究紀要第41集」にまとめ，

皆様にお届けすることができました。これらの研究が，各学校の教育実践に生

かされ，充実した教育を展開するための一助となること，そして，そうした質

の高い実践の積み重ねにより，本県学校教育が一層充実発展していくことを願

うものであります。

末筆になりましたが，本研究を推進するに当たり，多大な御協力をいただき

ました潟上市教育委員会と関係各校の皆様，また秋田西高等学校，金足農業高

等学校，天王みどり学園の皆様に衷心より感謝申し上げます。

平成22年３月

秋田県総合教育センター

所 長 熊 谷 曉
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１ 研究の背景

特別支援学校は自校の児童生徒の指導・支援とともに，小・中学校等の要請に応じて助

言や援助を行うようになり，専門性が一層求められています。最近の県内の特別支援学校

における研究は，一人一人の教育的ニーズに応える授業づくりや授業改善をテーマにする

ものが多く，今一度自校の授業を見つめ直し，改善しようとする傾向が見られます。

本研究は，秋田県総合教育センター（以下，「当センター」とします。）に隣接する「秋

田県立養護学校天王みどり学園（知的障害特別支援学校）」（以下，「天王みどり学園」と

します。）と共同で授業改善に取り組み，その在り方について考察したものです。

２ 研究の内容と方法

(1) 研究の内容

①集団での指導において，一人一人の児童生徒の目標を達成する授業づくりのポイント

を示す。

②授業づくりのポイントを共有でき，授業改善につながっていく授業研究会のもち方を示

す。

③日常的に授業改善を行う態勢づくりの方法について考察する。

(2) 研究の方法

①授業づくりのポイントについて

知的障害特別支援学校ならではの指導の形態であり，集団での指導を行っている「生

活単元学習」と「作業学習」の授業を対象にしました。

小学部：生活単元学習（対象：３授業）

中学部：作業学習 （対象：３授業）

高等部：生活単元学習（対象：３授業）

昨年度までは，学習指導案が一通りできた段階で当センターの指導主事が助言を行う

という方法をとってきましたが，本研究では学習指導案づくりから指導主事も一緒に行

うことにしました。

また，一般的には授業提示後に研究会を行って終了とすることが多いのですが，授業

提示と研究会を２回ずつ行い，授業づくりのポイントを明確にすることにしました（図

Ⅰ－１）。

Ⅰ 研究の概要
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授業者 授業者 みどり学園教員

＋センター指導主事 ＋センター指導主事

授業①の計画 授業①の提示 授業研究会①の実施

(指導案）づくり （改善点の明確化）

授業者 授業者 みどり学園教員

＋センター指導主事 ＋センター指導主事

授業②の計画 授業②の提示 授業研究会②の実施

(改善点を踏まえた （授業づくりのポイントの共有）

指導案）づくり

図Ⅰ－１ 授業づくりのポイントを明確にする方法

②授業研究会のもち方について

天王みどり学園では，数年前から付箋紙によるワークショップ型研究協議を取り入れ

た授業研究会を行ってきました。本研究では，さらに改善を加え，よりよい研究会に高

めていくことにしました。

③日常的に授業改善を行う態勢づくりの方法について

天王みどり学園の教員を対象にアンケート調査を行い，その結果を分析し，学校組織

として授業改善を日常的に行っていく態勢づくりについて考察することにしました。
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天王みどり学園における研究授業と授業研究会の実施は，それぞれ計18回に及びました。

これらを通して見えてきたことは，授業づくりにおいては授業の幹ともいうべき基本的

ポイントがあり，それを押さえるだけでも授業が改善されるということです。

その基本的ポイントを，生活単元学習（小学部・高等部），作業学習（中学部）につい

て紹介します。

１ 「生活単元学習（小学部・高等部）」の授業づくりの基本的ポイント

生活単元学習においては，【授業前：児童生徒の実態，興味・関心に基づいた必然性の
ある単元を設定する】→【導入：活動にやりがいや目的意識をもたせる動機付けをする】
→【展開：「本時の目標」に基づいて手立てを選択して対応する】→【まとめ：<本時で
がんばること>について評価させるとともに，授業者や仲間の評価を伝える】が，主なポ
イントとなります。

表Ⅱ－１ 生活単元学習の授業づくりの基本的ポイント

①「個別の指導計画」，「年間指導計画」，児童生徒の実態，興味・関心を踏まえて，
授 生活に密着した必然性のある単元を検討・設定する。

業 ②一人一人の児童生徒について，「本時の授業で目指す姿」（本時の目標）を明確に
する。

前
③授業者全員で一人一人の児童生徒の「本時の目標」を達成するための手立てを具

体的にするとともに，教材・教具を用意する。

導 入 ④本時の活動にやりがいや目的意識をもたせる。

⑤本時の活動について，見通しをもたせる。活動全体の流れや，一つ一
つの活動の「終わり」（何時まで，どういう状態になるまで活動する
のか，完成のイメージはどのようなものか）を示す。

授
展 開 ⑥少しがんばればできる状況づくりをする。

業 ⑦Ｔ１は全体を見て回り，一人一人の状況を把握するとともに，「本時の目
標」に沿って賞賛や励ましの言葉掛け等を行う。

中 ⑧「本時の目標」に基づいて，状況に応じて手立てを選択して対応する。

まとめ ⑨一人一人に〈本時でがんばること〉について評価させるとともに，授業
者や仲間の評価も伝え，賞賛や励ましの言葉掛け等をする。

全体を ⑩児童生徒の主体的な姿を引き出す。
通して

授 ⑪授業者全員で，一人一人の児童生徒について「本時の目標」と手立てを評価し，
業
後 「次時の目標」と手立てを具体的にするとともに，次時の準備をする。

次に，各項目について説明します。

Ⅱ 一人一人の目標を達成する授業づくりのポイント
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授 業 前

①「個別の指導計画」，「年間指導計画」，児童生徒の実態，興味・関心を踏まえて，

生活に密着した必然性のある単元を検討･設定する。

「個別の指導計画」をもとに，『今年度一

年間で目指す姿（年間目標）』，『今年度一

年間で，生活単元学習で目指す姿（生活単

元学習の年間目標）』を確認します。

そして，これまでの指導経過も踏まえて

単元を設定します。生活単元学習の「年間

指導計画」において単元設定についても計

画がつくられているのですが，計画した単

元が適切かどうかを検討し，必要によっては

見直し，再設定します。

その際，児童生徒の実態や興味・関心な

どに応じたものであるか，生活に結び付い

た必然性のあるものであるか等に留意します。 図Ⅱ－１ 単元の検討・設定

また，他の教科等との関連を整理することも大切です。

②一人一人の児童生徒について，《本時の授業で目指す姿（「本時の目標」）》を明確

にする。

一人一人の児童生徒について「単元の目標」を設定し，《本時の授業で目指す姿（「本時

の目標」）》を明確にします。また，「本時の目標」を児童生徒向けにアレンジし，〈本時

でがんばること〉として授業中に伝えることになります。「本時の目標」をかみ砕いて言

葉で伝えるだけで理解できる児童生徒もいますし，別の言い方で単純化して伝えたり，視

覚的な手段を用いて伝えたりする必要のある児童生徒もいます。したがって，一人一人の

児童生徒の実態に応じて，どういう伝え方をするのかを決めておきます。

③授業者全員で一人一人の児童生徒の「本時の目標」を達成するための手立てを具体

的にするとともに，教材・教具を用意する。

授業者全員で検討することにより，「本時の目標」と手立て（グルーピング，授業者の

役割分担等を含む）の共有が促進され，授業中にそれらの視点で児童生徒を観察して働き

かけたり，手立てを評価したりすることができるようになります。

また，Ｔ１だけでなく「全員で授業に責任をもつ」，「全員で授業をつくる」という意

識が一層高まり，児童生徒にとってやりがいのある活動を用意することにもつながります。

一年間で目指す姿（年間目標）

生活単元学習で
目指す姿

「・・・・・・」で
目指す姿

「・・・・・・」で
目指す姿

個別の指導計画

年間指導計画

本時の授業で
目指す姿

単元設定の見直しと再設定
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授 業 中

導
④本時の活動にやりがいや目的意識をもたせる。

入

児童生徒が自分から「やりたい」，「やってみたい」という気持ちになるよう次の３つ

の観点を踏まえて，やりがいや目的意識をもたせます。

1)興味･関心に応じた活動を用意する。

2)「何のために，何をするのか」をしっかりと伝える。

3)一人一人に〈本時でがんばること〉を示し，それを達成しようとする気持ちをもた

せる｡

その際，児童生徒の実態に応じて，言葉をかみ砕いて伝えたり，絵カードや写真等の視

覚的手段を活用したりすることも効果的です。

導 ⑤本時の活動について，見通しをもたせる。活動全体の流れや，一つ一つの活動

の｢終わり｣（何時まで，どういう状態になるまで活動するのか，完成のイメー

入 ジはどのようなものか）を示す。

本時の活動全体の流れや，一つ一つの活

動について，何時までやるのか，どんな状

態になるまでやるのか，製作活動であれば

完成の具体的なイメージはどのようなもの

か等，活動の「終わり」を具体的に示しま

す。

その際，児童生徒の実態によっては，写

真や手順カード等視覚的手段の活用が効果

的な場合もあります。

また，同じ活動を繰り返す単元では， 図Ⅱ－２ 視覚的手段の例

児童生徒が見通しをもちやすいので，主体的に活動する姿を引き出しやすくなります。

展
⑥少しがんばればできる状況づくりをする。

開

小学部，特に低学年段階においては，「友達や先生と一緒にやったらできた」，「がんば

ったらできた」という成功体験を重ねて，活動への意欲を高めます。そのためには，一人

一人の実態や集団の特徴に合わせた教材・教具づくりや支援が大切になります。「がんば

ったらできた」という自信が次時への意欲につながります。
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学年・学部が上がると，成功経験だけでなく，失敗経験から自分たちで解決の方法を考

えて目標を達成するという状況づくりを行うこともあります。

展 ⑦Ｔ１は全体を見て回り，一人一人の状況を把握するとともに，「本時の目標」に沿

開 って賞賛や励ましの言葉掛け等を行う。

特別支援学校において生活単元学習の授業は

ティーム・ティーチングで行われることが多く，

担当の児童生徒やグループを分担して指導する

ことが少なくありません。

その場合でも，Ｔ１は全体を見て回り，一人

一人の状況を把握するとともに，「本時の目標」

に沿って賞賛や励ましの言葉を掛けるようにし

ます。Ｔ２，Ｔ３・・もできるだけ一人一人の

状況を見て，期待する姿が見られたときには賞

賛します。 図Ⅱ－３ Ｔ１が全体を把握

授業者全員が「本時の目標」を共有することで，担当する児童生徒以外に対しても励ま

しの言葉掛けが増え，そのことが児童生徒の意欲を一層高めることにつながります。

展
⑧「本時の目標」に基づいて，状況に応じて手立てを選択して対応する。

開

授業前に児童生徒の反応を十分に予想し，それに対応する手立てを複数用意しておきま

す。そして，授業中には状況を見ながら，手立てを選択して対応します。そのためにも，

授業前に授業者全員で一人一人の「本時の目標」を共有しておくことが必要です。

ま ⑨一人一人に〈本時でがんばること〉について評価させるとともに，授業者や仲
と
め 間の評価も伝え，賞賛や励ましの言葉掛け等をする。

「まとめ」では，一人一人に〈本時でがんばること〉について評価させるとともに，授

業者や仲間の評価も伝え，成就感を味わわせます。

授業者が「楽しかったね。」とか「よくがんばったね。」などと漠然とした評価をして

終わるのではなく，〈本時でがんばること〉について児童生徒自身が振り返り，評価する

ようにします。その際，自己評価だけでなく，授業者や仲間からの評価もあると，一層の

成就感につながります。
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全
⑩児童生徒の主体的な姿を引き出す。

体

生活単元学習は，生活上の目標を達成したり，課題を解決したりするために，一連の活

動を組織的に経験することによって，自立的な生活に必要な事柄を実際的・総合的に学習

するものです。

したがって，一人一人の児童生徒が力を発揮し，主体的に取り組むことを大切にします。

主体的な姿を引き出すためには，授業者がつくったシナリオのとおりに動かそうとするの

ではなく，④～⑥で述べたように「やりがいや目的意識をもたせる」，「活動の見通しを

もたせる」，「少しがんばればできる状況づくりをする」ことに留意します。また，児童

生徒が気付いたり，発見したりして行動することを促すために，授業者が先回りをして手

や口を出すことは控え，「待つ」ことも有効な手立てとなります。

Ｔ２，Ｔ３・・・の役割として，小学部段階では，わざと失敗したり，活動をリードし

たりするなどの児童役も大切です。共に活動する仲間として，児童同士をつなぐ役割もあ

ります。また，高等部段階では，例えば，話し合い活動等において，リーダー役の生徒の

進行をさりげなく補助する，グループの一員として発言する，先輩として情報を提供する

など，共に活動して主体的な姿を引き出す役割を担うこともあります。

授 業 後

⑪授業者全員で，一人一人の児童生徒について「本時の目標」と手立てを評価し，「次

時の目標」と手立てを具体的にするとともに，次時の準備をする。

担当した児童生徒やグループだけでなく，すべての児童生徒について授業者全員で「本

時の目標」と手立てについて評価するとともに，「次時の目標」と手立てを明確にし，共

有します。「授業評価シート」等を学校でつくっている場合には活用してください。

次に，一単位時間の学習過程の例を示します（図Ⅱ－４・５）。
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図Ⅱ－４ 一単位時間の学習過程の例

○本時の全体の目標

Ａ Ｂ Ｃ

10 １　紙芝居を見て，〈本時でが
　んばること〉と，学習活動を確
　認する。

・イメージが広がるように，紙芝
　居を見て気づいたことを引き
　出すようにする。

・Ｔ１は，ＢとＣのペアを握手で
　確認する。

・「電車通れるかな」「こまった
　な」と言葉をかけて，解決策を
　引き出す。

・トンネルがふさがれて遊べな
　いことをジェスチャーを交えて
　伝え，児童からどうするか考
　えを引き出す。
・「エイエイオー」のかけ声で雰
　囲気を盛り上げる。

２　トンネルをふさいでいる岩を
　取り除き，トンネルを作る。

・大きいトンネルや運搬用のコ
　ンテナ，貨物列車を用意す
　る。

・トンネルの入口や中の様子に
　注目できるようなヒントを出す。

・友達の様子を見るように言葉
　掛けをしたり，友達の活動を分
　かりやすい言葉に置き換えて
　確認したりする。

・岩を取り除くための様々な道
　具を用意する。

・自分から友達とかかわろうとし
　たときには，大いに賞賛する。

15 ３　「ジャングルまち」で遊ぶ。
　・電車ごっこのルールを確認
　　する。

・協力して走る大きな新幹線を
　用意する。

・友達同士で遊んでいる場面で
　は，楽しさをさらに盛り上げる
　言葉掛けを行う。

・友達の協力が必要な遊具を用
　意し，「だれをよぶの」と言葉を
　掛けて友達への働きかけを引
　き出す。

・Ｔ２が本児を誘って一緒に遊
　んだり，友達が遊んでいるとこ
　ろへ行ったりする。

・本児のイメージを引き出し，ふ
　くらませるようにする。
・途中で教師が本児を誘って，
　一緒に遊ぶ。

・一緒に遊んでモデルを示した
　り，駅長用の帽子などの小道
　具を準備したりして，楽 しい
　雰囲気に盛り上げる。

・山で遊ぶ。
・海で遊ぶ。
・電車ごっこで遊ぶ。

5 ４　まとめをする。
　・感想を発表する。
　・次時の予定を聞く。

・感想を文で発表できるように，
　発表の仕方の注意点を思い
　出させる。

・感想を発表できるように，T２が
　前もって発表内容の相談にの
　る。

・児童の発言を取り上げるととも
　に，Ｔ１がＡ・Ｃから本時の感
　想を引き出す。

集団のよさを生かした
支援について

15

学習活動

〈 学習過程（小学部低学年）の例 〉

教師の支援と留意点時
間

　　トンネルを開通させてジャングルまちで遊ぶことが分かり，友達や教師と一緒に遊ぶ楽しさを味わうことができる。

一人一人の「本時の目標」を達成するための手立てを具体的にしておきます。

○〈本時でがんばること〉を示し，目的意識を
　もたせます。
○本時の活動の見通しをもたせます。
　ここでは，紙芝居を用いています。

＜がんばること＞
・友達と一緒にトンネル
　の中の岩を出す。
・好きなものを選んで遊
　ぶ。

・トンネルを開通させるこ
　とが分かり，友達を
　誘って岩を取り除くこと
　ができる。

・友達の様子を見てトンネ
　ルを開通させることが分
　かり，岩を取り除くことが
　できる。

・トンネルの中の岩を取り
　除くことに気付き，やり
　方を工夫して，友達と一
　緒に運び出すことがで
　きる。

・友達を誘って，「ジャン
　グルまち」で遊ぶことが
　できる。

･教師や友達に要求した
　り，かかわりを受けたり
　しながら，「ジャングルま
　ち」で遊ぶことができ

・遊び方を工夫しながら，
　友達を誘って，「ジャン
　グルまち」で遊ぶことが
　できる。

＜電車ごっこのルール＞
・友達の電車と会ったら
　あいさつする。
・追い越し禁止。
・終わりの合図が聞こえた
　ら，車庫へ帰る。

児童に期待する行
動が見られたときに
は，見逃さずに賞賛
します。

Ｔ１は全体を見て一人一人の様子を把握するとともに，
「本時の目標」に沿って賞賛や励ましの言葉掛けをします。

一人一人に〈本時でがんばること〉について評価させ，授業者の評価も伝えます。
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図Ⅱ－５ 一単位時間の学習過程の例
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２ 「作業学習（中学部）」の授業づくりの基本的ポイント

作業学習においては，【導入：一人一人に〈本時でがんばること〉を明示する】→【展

開：活動の途中で〈本時でがんばること〉について評価・修正させる】→【まとめ：〈本

時でがんばること〉について評価させるとともに，授業者の評価も伝える】ことが授業の

幹であることが分かりました。

作業学習の授業づくりの基本的ポイントとして，次の10項目をあげます。

表Ⅱ－２ 作業学習の授業づくりの基本的ポイント

①一人一人の生徒について，「本時の授業で目指す姿」（本時の目標）を明確にする。

授 その際，「本時の目標」をやや高めに設定する。

業 ②授業者全員で一人一人の生徒の「本時の目標」を達成するための手立てを具体的

にするとともに，教具や補助具を用意する。

前

③一人一人の生徒の「本時の目標」を踏まえ，当該生徒に〈本時でがんばること〉

をどのように伝えるかを決める。

導 入 ④一人一人に〈本時でがんばること〉を示し，その達成を期待しているこ

とを伝え，目的意識をもたせる。

（※生徒によっては，作業活動を行う中で伝えた方がよい場合もある。）

展 開 ⑤いつまで（何時まで，どういう状態になるまで）作業するのかを示す。

授

⑥途中で〈本時でがんばること〉について，生徒自身が評価・修正する場

面を設ける。

業

⑦Ｔ１は全体を見て回り，一人一人の状況を把握するとともに，「本時の目

標」に沿って賞賛や励ましの言葉掛け等をする。

中

まとめ ⑧一人一人に〈本時でがんばること〉についても評価させるとともに，授

業者の評価も伝え，賞賛や励ましの言葉掛け等を行う。

全体を
⑨待たされたり，手持ちぶさたになったりする時間を少なくする。

通して

授 ⑩授業者全員で，一人一人の生徒について「本時の目標」と手立ての評価をし，「次
業
後 時の目標」と手立てを具体的にするとともに，次時の準備をする。

次に，各項目について説明します。
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授 業 前

①一人一人の生徒について，《本時の授業で目指す姿（「本時の目標」）》を明確にす

る。その際，「本時の目標」をやや高めに設定する。

「個別の指導計画」を開いて，

・今年度一年間で目指す姿（年間目標）

・今年度一年間で，「作業学習」で目指す姿

（作業学習の年間目標）

を確認します。

そして，これまでの指導経過を振り返り，

本時の作業学習の授業ではどんな姿を目指す

のか（「本時の目標」）を設定します。

すでにできていることや，ほとんどできて

いることを目標にすると，生徒のやりがいをも 図Ⅱ－６ 「本時の目標」の設定

低下させてしまいます。生徒を伸ばすのが授業の目的ですので，無難な目標を設定するの

ではなく，やや高めの目標を設定するようにします。

②授業者全員で一人一人の生徒の「本時の目標」を達成するための手立てを具体的に

するとともに，教具や補助具を用意する。

授業者全員で検討することにより，「本時の目標」と手立て（グルーピング，授業者の

役割分担等を含む）の共有が促進され，授業中にそれらの視点で当該生徒を観察して働き

かけたり，手立てを評価したりすることができるようになります。

また，Ｔ１だけでなく「全員で授業に責任をもつ」，「全員で授業をつくる」という意

識も一層促進されるほか，生徒にとってやりがいのある活動を用意することにもつながり

ます。

③一人一人の生徒の「本時の目標」を踏まえ，当該生徒に〈本時でがんばること〉を

どのように伝えるかを決める。

授業の導入部分で，一人一人の生徒に〈本時でがんばること〉を伝えることが大切です。

「本時の目標」をかみ砕き〈本時でがんばること〉として言葉で伝えるだけで理解でき

る生徒もいますし，「本時の目標」とは別の言い方で単純化して伝えたり，視覚的な手段

を用いて伝えたりする必要のある生徒もいます。したがって，一人一人の生徒の実態に応

じて，どういう伝え方をするのかを決めておきます。

また，作業活動の開始前に伝えるよりも，実際の作業活動場面で伝えた方が理解しやす

い生徒もいますので，いつ伝えるかも決めておきます。

一年間で目指す姿（年間目標）

「作業学習」で
目指す姿

（年間目標）

「・・・・・・」で
目指す姿

「・・・・・・」で
目指す姿

個別の指導計画

年間指導計画

本時の授業で
目指す姿

（「本時の目標」）

一年間で目指す姿（年間目標）

「作業学習」で
目指す姿

（年間目標）

「・・・・・・」で
目指す姿

「・・・・・・」で
目指す姿

個別の指導計画

年間指導計画

本時の授業で
目指す姿

（「本時の目標」）
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授 業 中

導 ④一人一人に〈本時でがんばること〉を示し，その達成を期待していることを伝

入 え，目的意識をもたせる。

作業学習の授業では，同じような作業活動

が連続することが多く，ややもすると生徒が

飽きてきたり，やりがいを感じなくなってし

まったりすることがあります。そういう意味

でも，毎時間，一人一人に〈本時でがんばる

こと〉を示し，それを達成しようという気持

ちをもたせることを大切に行います。

視覚的手段や作業日誌を活用することなど

も，効果的です。 図Ⅱ－７ 視覚的手段の例

展
⑤いつまで（何時まで，どういう状態になるまで）作業するのかを示す。

開

作業の終了時刻が示されると，「そこまでがんばって作業しよう」という気持ちが喚起

されます。また，例えば，ミキサーでかき混ぜる，アイロンをかけるというような，どれ

くらいやったらよいのかの判断が難しい場合は，タイマーを使うなど，生徒が分かりやす

い方法をとります。

展 ⑥途中で〈本時でがんばること〉について，生徒自身が評価・修正する場面を設

開 ける。

〈本時でがんばること〉について，授業の「まとめ」でだけでなく，作業活動の途中で

も評価させます。それは，授業の「まとめ」で「×」となっても自分の行動を修正するこ

とができないからです。

評価する際は，生徒自身が評価できるようにしま

す。一つの工程をグループで担当している場合は，

グループの生徒同士で評価させることも有効です。

「×」の評価の場合，［原因－結果の因果関係］が

分からないと行動を修正することができず，同じ間

違いを繰り返すことになります。［原因－結果の因果

関係］に気付くことができるような道具や補助具を

用意しておきます。

図Ⅱ－８ 生徒自身が評価している様子
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展 ⑦Ｔ１は全体を見て回り，一人一人の状況を把握するとともに，「本時の目標」
開 に沿って賞賛や励ましの言葉掛け等を行う。

特別支援学校において作業学習の授業はティーム・ティーチングで行われることが多
く，担当の生徒やグループを分担して指導することが少なくありません。その場合でも，
Ｔ１が授業の第一責任者であるという意識をもち，全
体を把握するようにします。全体を見て回るときは，
一人一人の「本時の目標」について達成度を評価しな
がら，賞賛や励ましの言葉を掛けるようにします。「本
時の目標」について望ましい様子が見られたときには，
大いに賞賛するようにします。

Ｔ２・Ｔ３…も，可能な範囲で担当以外の生徒につ
いても達成度を評価しながら，言葉を掛けるようにし
ます。次時の授業計画を話し合う際に役立ちますし，
複数の先生から言葉を掛けられることは生徒の励みに
もなります。 図Ⅱ－９ Ｔ１が全体を把握

ま ⑧一人一人に〈本時でがんばること〉についても評価させるとともに，授業者の
と
め 評価も伝え，賞賛や励ましの言葉掛け等を行う。

「まとめ」においては，「たくさん作ることができてよかった」とか「よくがんばった」
などとまとめるだけでなく，一人一人の〈本時でがんばること〉についても評価させ，授
業者の評価も伝えるようにします。作業日誌に記録させることも効果的です。

そして，〈次時にがんばること〉をここで導き出す場合もあります。

全
⑨待たされたり，手持ちぶさたになったりする時間を少なくする。

体

生徒の大切な時間を使って授業を行うのですから，待たされるという状態をどの生徒に
もつくらない工夫をします。

また，待たされたり，手持ちぶさたになったりすると落ち着きがなくなり，手足を動か
す，立ち歩く，独り言を言う，奇声をあげるなどの行動をとってしまう生徒もいます。授
業者がそのような行動を誘発させていないか振り返ることも必要です。

授 業 後

⑩授業者全員で，一人一人の生徒について「本時の目標」と手立てを評価し，「次時
の目標」と手立てを具体的にするとともに，次時の準備をする。

担当した生徒やグループだけでなく，すべての生徒について授業者全員で「本時の目標」
と手立てについて評価するとともに，「次時の目標」の手立てを明確にし，共有します。

また，授業者全員で次時の教具や補助具を準備します。

次に，一単位時間の学習過程の例を示します（図Ⅱ－10）。
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図Ⅱ－10 一単位時間の学習過程の例

○本時の全体の目標

　・自分の目標が分かり，達成を目指しながら作業を進めることができる。

　・友達の活動に対し，お互い良い点を認め合うことができる。

時間 学習活動 直接的支援 間接的支援

10 １　前時の日誌を見て，〈本時
　でがんばること〉を書き写
す。

・前時に決めた〈本時でがんばること〉が
　何であったか質問したり，選択肢のカー
　ドを提示したりする。
・【生徒ＦＧ】目標を意識付けるため，
　Ｔ１が質問をして確認させる。

・前時と本時の〈がんばること〉を書く
　欄が，見やすい日誌を準備する。

２　本時の活動について知る。 ・工程分担表や時計を使いながら，
　本時の流れを知らせる。

70 ３　作業を開始する

(1)道具の準備をする。 ・必要な道具が入っている道具箱を個々
　に準備し，決められた場所に置く。

(2)各工程に分かれ製作する。 ・【生徒ＡＢＣＤ】Ｔ３が「のこぎり
　の持ち方は？」質問とし，安全な使
　い方を確認させる。
・【生徒Ａ】ずれが連続して出ていた
　ら，Ｔ１が「どういう姿勢が良い
　の？」と質問し，姿勢に気を付ける
　ことを押さえさせる。

・【生徒ＡＤ】切断面のずれをチェック
　するための型枠を準備する。

・【生徒Ｂ】ささくれが出ないように切
　断することを意識付けるため，「ゆっ
　くり」と書いたカードを見えるところ
　に掲示する。

・【生徒Ｃ】切断したらシールを日誌
　にはるようにさせ，目標数を目指し
　てがんばる気持ちを高める。

・【生徒Ｅ】時々Ｔ２が工程②の活動を
　し，報告の仕方や作業の進め方の手本
　をさりげなく示す。

(3)道具の片付けをする。 ・生徒が道具箱を返す場所に，名前入り
　顔写真をはる。

４　作業の結果を記録し，次時
　の〈がんばること〉を日誌に
　記入する。

・【生徒ＦＧ】〈がんばること〉の達成
　度，次時の注意点についてＴ２がやりと
　りし，コツや次時の目標等を引き出す。

・【生徒Ｃ】生徒の取り組みの様子と
　日誌の出来高を見て，Ｔ３が「次は
　一本多い数（同じ数）を目指そう」
　と伝える。

・個々の〈がんばること〉の達成度につい
  て，○か△どちらか，生徒やＴ２に質問
  する。
・Ｔ１ができた角材や本数を紹介し，
　生徒に感想を求める。

5 ６　掃除をする。 ・Ｃを手本とするようにＴ１が紹介する。 ・【生徒ＤＦ】掃除の終了の目安となる
　タイマーをＴ３がセットする。

〈 学習過程の例 〉

5 ・【生徒ＡＢＤＥＦ】選択肢から〈がん
　ばること〉を選び，○印をつける様式
  の日誌を準備する。

10 ５　友達の活動の成果や，完成
　した部品を見合う。

・生徒個々の〈がんばること〉カードを
掲示する。

工程①

けがき1・切断１

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

工程②

けがき２

Ｅ

工程③

基準面作り

Ｆ

工程①

切断２

Ｇ

・【生徒Ｇ】生徒Ｆが削った角材が
　26㎝より短い場合は，Ｆに気を付ける
　ように伝える場を設定する。 G F

Fさん短く削りす
ぎたので，次は気
を付けてください はい

・【生徒Ｆ】生徒Ｅがけがきした線が
　26㎝より短いときは，Ｅにやり直しを
　求める場を設定する。

F E

Ｅさんけがきの線
を引きなおしてく
ださい

はい

一人一人に〈本時でがんば
ること〉をはっきり示します。
この授業では、前時のまとめ
の際に決めておきました。

カードで示したり，作業日誌に
記入させたりして，意識付け
を図ります。

活動の見通しをもたせます。

生徒自身が評価・修正する
場面を設けます。

必要により，評価するための
補助具等を用意します。

Ｔ１は全体を見て回り，
一人一人の状況を
把握します。

一人一人に〈本時でがんばるこ
と〉についても評価させ，授業者
や仲間の評価も伝えます。

この授業では，ここで
〈次時にがんばること〉を
決めさせています。
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天王みどり学園では，授業の改善点を導き出し，次の授業の改善につなげる授業研究会

にするため，そのもち方を検討することにしました。昨年度までも，付箋紙によるワーク

ショップ型研究協議を取り入れた授業研究会（以下，「ワークショップ型授業研究会」と

します。）を行ってきたのですが，全員が意見を出すことができるという利点がある一方，

出た意見をどう集約し，授業改善につなげていくかということが課題となっていました。

そこで，授業研究会を実施しながら，そのもち方に工夫を加えていくことにしました。

その結果として，

1) 一授業，一研究会で終わるのではなく，さらに次時の授業を提示し，研究会を行う。

授業①の計画 授業研究会①の実施
授業①の実施

(指導案）づくり （改善点の明確化）

授業②の計画 授業研究会②の実施

(改善点を踏まえた 授業②の実施

指導案）づくり （授業づくりのポイントの共有）

2) 授業研究会においては，〈各グループから改善点を２つに絞って出す〉→〈出され

た改善点に重み付けをし，重要度の高いものを次時の授業に反映させる〉。

という方法をとりました。

このように，授業研究会①で改善点を明確にし，それを授業②で具体化したことで，授

業者・参観者とも授業が改善されたことを実感することができ，授業づくりのポイントと

して共有することができました。

１ ワークショップ型授業研究会の進め方の例

天王みどり学園では，18回のワークショップ型授業研究会を行いました。それらを通し

て，改善点を導き出し，次時の授業につなげる研究会とするためには，いくつかの工夫を

することが大切であると分かりました。天王みどり学園で行った実際の授業研究会の進め

方は，次のとおりです。

Ⅲ 授業改善につながる授業研究会のもち方
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【 授業研究会の流れと工夫点 】

内 容 時間 工 夫 点

１ 授業説明と協議 ５分 ・授業者が授業の意図や評価等について，簡潔に説明する。

の観点の説明 ・協議で何を話し合うのかを確認する。

２ 質疑応答 ５分 ・協議の前に，曖昧な点を全員で確認する。

３ グループによる 30分 (1)グループ編成

協議 ・意見を出しやすく，まとめやすい５～６人のグループになる

ようにする。

・構成員の年齢バランスをも考慮してグループを編成する。

・中堅層の教員をグループのまとめ役（グループリーダー）に

する。

(2)協議の進め方〈 マトリクス法 (※１) 〉

［ワークシートの例］

①各自が観点に沿って意見を付箋紙に書く。

②順に意見を述べながら，付箋紙をワークシートにはり出す。

観点①
例〈個への視点〉

観点②
例〈集団への視点〉

＋

－

改
善
策
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③出そろった付箋紙を，内容により分類（グルーピング）する。

④改善点を２つに絞り（多く意見が出されたものなど），改善

策を話し合う。

４ グループからの 10分 ・グループリーダーが，改善点２つ及び改善策を簡潔に報告す

報告 る。

５ 改善点の整理 ５分 ・各グループから出された改善点を集約し，重み付けをする（セ

ンター指導主事 (※２) ）。

６ 授業者から ５分 ・次時の授業で改善したい点を述べる。

◎授業研究会②では，授業が改善されたか，児童生徒に変容が見られたかも確認する。

（※１）マトリクス法

付箋紙によるワークショップ型授業研究会では，学校の実態や目的に合ったワークシートを選択

して使います。「マトリクス法」は，あらかじめ協議の視点を定めて，その視点に集中して成果と

課題を協議したい場合に向いています。ワークシートには，ほかに「時系列シート」，「概念化シー

ト」，「指導案拡大法」，「フリーシート」等があります。

詳しくは，当センターの平成20年度研究紀要 第40集『授業研究の活性化を図るための研修方法

の工夫・改善－研修方法の提案・検証・評価を通して－』や，ホームページ（http://www.akita-c.ed.

jp/） をご覧ください。

（※２）研究主任や管理職等が担当することも考えられます。
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２ ワークショップ型授業研究会の成果と課題

ワークショップ型授業研究会を実施することにより，次のような成果がありました。

1) 全員が当事者意識を高めて参加するようになり，協議が活発になった。

2) グループリーダーを置くことにより，協議の観点から離れることなく，効率よく協

議を進めることができた。また，回を重ねるごとに，グループリーダーが様々な意見

を集約しながら協議を進めることができるようになった。

3) 改善点を２つに絞り込んだことにより，授業者にとって授業の改善が容易になるだ

けでなく，参観者が観点を明確にして２回目の授業を見ることができた。

4) ２回授業を参観することにより，参観者が児童生徒の実態を一層理解することがで

き，手立て等を具体的に出し合うことができた。

5) ２回の授業提示と研究会により，授業づくりの基本的ポイントが見え，共有するこ

とができた。

一方で，次のような課題があることも分かりました。

1) 「個別の指導計画」や「年間指導計画」の見直し・改善に話題が及んでも，それを

授業研究会の場で深めることは難しい。授業を積み重ねることで見えてくる児童生徒

の実態や，それに伴う「めざす姿」・手立ての変化を，「個別の指導計画」や「年間

指導計画」の見直し・改善にまでつなげていく必要がある。

2) 授業研究会後も，継続して授業改善が行われるようにするための取組が必要である。

このように，ワークショップ型授業研究会には課題もあることを踏まえつつ，もち方を

工夫して実施すると，ワークショップ型授業研究会のよさを十分に生かした授業研究会と

することができるといえます。
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１ アンケート調査の実施と結果

研究授業や授業研究会を数多く実施するのには限界がありますので，日常的に授業改善

を行う態勢をつくることが大切だと考えます。その態勢づくりの手掛かりを得るために，

天王みどり学園の教員を対象にアンケート調査を実施しました。その結果は次のとおりです。

実施時期：平成22年１月

回答者数：58人

調査項目：①所属学部

②教職経験年数

③授業を改善していこうという気持ちが高まったかどうか

④自分の担当する授業がよくなってきていると思うかどうか

⑤授業改善を進めるために，教員として特に必要なもの

⑥授業改善を進めるために，特に有効だと思う方法

⑦その他（授業づくりに関する意見等）

(1) 所属学部・教職経験年数別回答者数（人）

１～10年 11～20年 21年以上 計
小学部 9 6 6 21
中学部 3 11 3 17
高等部 8 5 6 19
その他 0 0 1 1
計 20 22 16 58

(2) 授業を改善していこうという気持ちが高まったかどうか

①全体

図Ⅳ－１

②教職経験年数別内訳

１～10年 11～20年 21年以上 計

高まった 100.0% （20人） 90.9% （20人） 93.8% （15人） 94.8% （55人）

変わらない 0.0% 9.1% （ 2人） 6.3% （ 1人） 5.2% （ 3人）

下がった 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

計 100.0% （20人） 100.0% （22人） 100.0% （16人） 100.0% （58人）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

下がった

変わらない

高まった

Ⅳ 日常的に授業改善を行う態勢づくりの方法
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(3) 自分の担当する授業がよくなってきていると思うかどうか

①全体

図Ⅳ－２

②教職経験年数別内訳

１～10年 11～20年 21年以上 計

そう思う 75.0% （15人） 77.3% （17人） 81.3% （13人） 77.6% （45人）

変わらない 10.0% （ 2人） 18.2% （ 4人） 6.3% （ 1人） 12.1% （ 7人）

そう思わない 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

その他 10.0% （ 2人） 4.5% （ 1人） 12.5% （ 2人） 8.6% （ 5人）

無回答 5.0% （ 1人） 0.0% 0.0% 1.7% （ 1人）

計 100.0% （20人） 100.0% （22人） 100.0% （16人） 100.0% （58人）

※「変わらない」，「その他」の記述から

・今年度取り組んだ授業改善を他の授業にも生かしていけるようになるとよい。

・ＴＴで授業をしているので，指導者全員の意識統一がなければ現実的には難しい。

・年間指導計画や単元設定の見直しも必要だ。

(4) 授業改善を進めるために，教員として特に必要なもの（３つ以内選択）

①全体

図Ⅳ－３

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

その他

指導技術

領域や教科に関する知識

児童生徒理解のための知識

素直さ，真摯な姿勢

協調性

対人関係，ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力

自律心

学び続ける向上心

責任感

子どもへの愛情

使命感

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

無回答

その他

そう思わない

変わらない

そう思う
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②教職経験年数別内訳

１～10年 11～20年 21年以上 計

使命感 5.0% 9.1% 12.5% 8.6%

子どもへの愛情 35.0% 9.1% 43.8% 27.6%

責任感 15.0% 13.6% 18.8% 15.5%

学び続ける向上心 50.0% 45.5% 43.8% 46.6%

自律心 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

対人関係，ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力 20.0% 18.2% 12.5% 17.2%

協調性 5.0% 4.5% 18.8% 8.6%

素直さ，真摯な姿勢 30.0% 27.3% 25.0% 27.6%

児童生徒理解のための知識 70.0% 63.6% 37.5% 58.6%

領域や教科に関する知識 25.0% 31.8% 18.8% 25.9%

指導技術 30.0% 18.2% 18.8% 22.4%

その他 0.0% 0.0% 6.3% 1.7%

※自由記述から

・子どもの実態を把握し，どんな力をつけてほしいかという願いが指導の根底になる。
・領域に関する知識をしっかりもって単元づくりをすることで単元の有効性が高まる。
・児童生徒の理解と，その子が活動しやすい教材の研究がとても大事だ。
・子どもから学んで身につけた指導技術でないと，薄っぺらなハウツーでしかないのでは
ないか。

・いつ，だれが来校し見学に来たとしても「見せられる授業」を提示するという自覚が必
要だ。

(5) 授業改善を進めるために，特に有効だと思う方法（５つ以内選択）

①全体

図Ⅳ－４

１ 研究授業や授業研究会の回数を多くする

２ 授業① → 研究会① → 授業② → 研究会②を

実施する

３ ワークショップ型協議を取り入れた授業研究会を

行う

４ 「授業づくりシート」により，授業者がポイントを押

さえた授業づくりができるようにする

５ 「授業評価シート」により，授業者自身が評価でき

るようにする

６ 個別の指導計画や年間指導計画をつくる段階で，

学部内で協議する

７ 指導案を作成する段階から授業者以外の職員（学

部主事等）が入り，協議しながら指導案を作成する

８ Ｔ１役の職員を，単元等により交代しながら授業を

行う

９ 日常的に授業を公開し，いつでも校内の職員が参

観し，意見を述べることができるようにする

10 校長や教頭，学部主事が定期的に授業を参観

し，助言する

11 校長が指名した「授業改善アドバイザー」が授業

を参観し，助言する

12 授業を改善しようという前向きな気持ちをもつため

の研修会を実施する

13 領域や教科指導に関する研修会を実施する

14 教育専門監等の上手な授業を実際に見る

15 他校の公開研究会に参加する

16 その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

16

15

14

13
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９

８

７
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②教職経験年数別内訳

１～10年 11～20年 21年以上 計

１ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

２ 10.0% 27.3% 18.8% 19.0%

３ 45.0% 45.5% 75.0% 53.4%

４ 45.0% 27.3% 37.5% 36.2%

５ 10.0% 31.8% 25.0% 22.4%

６ 10.0% 18.2% 31.3% 19.0%

７ 20.0% 31.8% 31.3% 27.6%

８ 30.0% 27.3% 12.5% 24.1%

９ 30.0% 27.3% 31.3% 29.3%

10 15.0% 4.5% 0.0% 6.9%

11 0.0% 13.6% 0.0% 5.2%

12 35.0% 22.7% 18.8% 25.9%

13 30.0% 36.4% 31.3% 32.8%

14 25.0% 22.7% 12.5% 20.7%

15 5.0% 4.5% 12.5% 6.9%

16 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

※自由記述から

・ワークショップ型の協議は，意見する方も明確な視点をもって参加できるし，意見をも

らう授業者もポイントをしぼった意見をもらえるのでよかった。

・「個別の指導計画」を「年間指導計画」にしっかりと結び付けていけるような体制がで

きればよい。

・授業改善ということで，全体の見栄えや授業のテクニックに焦点化されないようにした

い。子どもに期待する姿を引き出すために，というところを大事にしたい。

・授業の上手な先生と一緒に授業することが一番の近道。上手な先生と一緒から，さらに

一歩進めて上手な先生に自分の授業に介入してもらい，即時指導を受けながら授業する

というやり方も有効だと思う。

(6) その他（授業づくりに関する意見等）

・ワークショップ型授業研究会は，授業改善のポイントを絞り込むために有効であった。絞り込

んだ改善案を受けた授業提示を見て，さらに協議するという手続きを経て，授業を見る目が育

ち，授業づくりができたように思う。

・教材研究・教材解釈をがんばること。自分がＴ１の授業の略案を書き，その授業の子どもの様

子や，「なぜ」，「どうして」を書いていく繰り返しが授業づくりに関する様々な力をつけてい

く。Ｔ１の持ち時数の多い・少ないのバランスをもっととる必要がありそうだ。

・授業に集中できる態勢づくりが必要だ。

１ 研究授業や授業研究会の回数を多くする

２ 授業① → 研究会① → 授業② → 研究会②を

実施する

３ ワークショップ型協議を取り入れた授業研究会を

行う

４ 「授業づくりシート」により，授業者がポイントを押

さえた授業づくりができるようにする

５ 「授業評価シート」により，授業者自身が評価でき

るようにする

６ 個別の指導計画や年間指導計画をつくる段階で，

学部内で協議する

７ 指導案を作成する段階から授業者以外の職員（学

部主事等）が入り，協議しながら指導案を作成する

８ Ｔ１役の職員を，単元等により交代しながら授業を

行う

９ 日常的に授業を公開し，いつでも校内の職員が参

観し，意見を述べることができるようにする

10 校長や教頭，学部主事が定期的に授業を参観

し，助言する

11 校長が指名した「授業改善アドバイザー」が授業

を参観し，助言する

12 授業を改善しようという前向きな気持ちをもつため

の研修会を実施する

13 領域や教科指導に関する研修会を実施する

14 教育専門監等の上手な授業を実際に見る

15 他校の公開研究会に参加する

16 その他
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２ 日常的に授業改善を行う態勢づくりの方法についての考察

(1) アンケート調査結果の分析

① 経験年数が１～10年の教員の100％が「授業を改善していこうという気持ちが高ま

った」と答えている（図Ⅳ－５）ものの，「自分の担当する授業がよくなってきてい

ると思う」割合は75.0％となっています（図Ⅳ－６）。なお,「自分の担当する授業

がよくなってきていると思う」割合は，11～20年では77.3％，21年以上では81.3％と

高くなる傾向が見られます。

このことは，知的障害特別支援学校ではティーム・ティーチングが多く，若い教員

が中心となって授業づくりや授業を行うことが少ないため，「自分の担当する授業が

よくなってきている」と実感しにくいのではないかと推察されます。

図Ⅳ－５ 図Ⅳ－６

② 「授業改善を進めるために，教員として特に必要なもの」で総じて高かったのは，

「児童生徒理解のための知識」58.6％，「学び続ける向上心」46.6％で，続いて「子

どもへの愛情」及び「素直さ，真摯な姿勢」27.6％，「領域や教科に関する知識」25.9％

となっています。

なお，経験年数別に見ても，「児童生徒理解のための知識」と「学び続ける向上心」

が１，２番目に高くなっています。

このことは，「学び続ける向上心」をもってい

ればこそ，「児童生徒理解のための知識」等が身

に付いていくということを示唆しているのではな

いでしょうか。

「学び続ける向上心」や「子どもへの愛情」，「素

直さ，真摯な姿勢」などがベースとなって，「児

童生徒理解のための知識」，「領域や教科に関する

知識」などの吸収が促進され，教員としての力量

図Ⅳ－７ 教員として特に必要なもの が高まっていくということではないでしょうか。
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③ 「授業改善を進めるために，特に有効だと思う方法」で総じて高かったのは，「ワ

ークショップ型協議を取り入れた授業研究会を行う」53.4％，「“授業づくりシート”

により，ポイントを押さえた授業づくりができるようにする」36.2％，「領域や教科

指導に関する研修会を実施する」32.8％，「日常的に授業を公開し，いつでも校内の

教員が参観し，意見を述べることができるようにする」29.3％の順になっています。

このことから，次のような気持ちを感じ取ることができます。

1)授業づくりのポイントを明確にして，授業づくりをしたい。

2)領域や教科の指導に関する知識を身に付けて，授業づくりをしたい。

3)毎日，緊張感をもって授業を行い，アドバイスを踏まえて振り返ることが必要だ。

(2) 日常的に授業改善を行う態勢づくりの方法

アンケート調査結果から，日常的に授業改善を行う態勢づくりの方法を考える際のヒン

トとして見えてきたことは，「若い教員が中心となって授業をする機会」，「授業づくりの

ポイントや指導等の知識を学ぶ機会」，他者に見られることで「毎日，緊張感をもって授

業を行い，振り返る機会」を設けたらよいのでないか，ということです。

そして，自分の授業がよくなってきているという実感をもてることにより，「学び続け

る向上心」が維持・増進されるのではないか，と考えます。

具体的には，次のような方法が考えられます。

①若い教員がＴ１となって授業を行う機会を，積極的に設ける。

経験年数が１～10年の教員の100％が，今回の研究を通して「授業を改善していこう

という気持ちが高まった」と答えています。若い教員は学ぶ意欲が高く，知識や技術の

吸収力も高いと考えます。

したがって，若い時期にＴ１

となって授業を行う機会を積極

的に設けることが，授業力の向

上に効果的であると考えます。

Ｔ１としての授業実践を中心

に，「ワークショップ型授業研

究会」や「各種研修会」，「日常

的な授業公開」など，知識や技

術を吸収できる機会を設け，「自

分の授業がよくなってきてい

る」と実感できるようにします。

そのことにより，「学び続け

る向上心」が一層高まり，ひい

ては授業力の向上につながるの

図Ⅳ－８ 若い教員がＴ１となって授業を行う機会の設定 ではないかと考えます。
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②授業づくりにかかるポイントや知識を「押さえる」ための，授業研究会や研修会を

実施する。

③緊張感をもって授業を行い，「振り返る」ことが自然に行われる雰囲気をつくるた

め，毎日の授業を公開し合うとともに，学部主事や管理職等が定期的に授業を参観

し，アドバイスする機会を設ける。

学校組織として，「押さえる」・「振り返る」機会を設けることが重要であると考えます。

◇「押さえる」‥‥

授業研究会を行い，授業づくりのポイントを全員で押さえます。その際，天王みどり

学園のような工夫を加えたワークショップ型授業研究会を実施すると効果的です。

また，研修会を行い，子どもの発達や発達課題，領域や教科の指導に関する知識など

を全員で押さえます。すると，全員が同じ土俵に立つことができるので，授業研究会で

も協議題からそれずに協議をすることができるようになり，効率がよくなります。

◇「振り返る」‥‥

緊張感をもって授業を行い，

振り返ることが自然に行われる

状態になることを目指します。

そのため，毎日の授業を公開

し，だれでも見に行くことがで

きるようにします。しかし，「い

つでも参観してよい」といわれ

ても，かえって参観しにくい場

合もあるかもしれません。そこ

で，参観日時を設定して，定期

的に学部主事や管理職等も参観

し，アドバイスができるように

するということも考えられます。 図Ⅳ－９ 「押さえる」，「振り返る」機会の設定

「授業者全員で授業づくりや振り返りを行う時間が取れない」という声もあると思い

ますが，授業づくりは私たち教員の中心的業務であり，「他の業務に優先して時間を確

保する」という意識が共有されることも目指します。
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本研究では，一単元・一授業の単位で授業改善の方策を考察しました。しかし，授業改

善を進める中で，児童生徒の「個別の指導計画」の年間目標は妥当なのか，領域や教科等

の「年間指導計画」は適当なのか，ということが話題になることもありました。授業実践

を積み重ねるごとに，児童生徒の実態がよく分かるようになり，期待する姿やそれを引き

出す手立ても変化します。それらを「個別の指導計画」や「年間指導計画」にフィードバ

ックさせていくこと，そして，関係者が共通理解することが，授業改善を一層推し進める

ためには必要であると思われました。

また，授業力は座学だけで高まるものではなく，実際に授業を行うことによって鍛えら

れていくものです。そして，鍛えられることにより，「理想の授業」像はさらに高まって

いきます。しかし，漫然と授業をしていたのでは，授業力は鍛えられません。授業を「振

り返る」ことが自然に行われるようにするための学校組織としての取組が重要であり，一

層の工夫が必要であると考えます。本研究でもその方法について触れましたが，今後，取

組例について情報を収集し，提供していきたいと考えています。

なお，本研究の共同研究者である秋田県立養護学校天王みどり学園では,『一人一人の

自立と社会参加に向けた授業づくりの充実～児童生徒の「学び合う姿」を求めて～』を研

究主題とし，研究を進めました。研究紀要「共に歩む 第６号（2010）」（平成22年３月

発行）も併せてご覧ください。

Ⅴ 研究のまとめ
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