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Ⅰ 研究の概要

１ 研究の背景

特別支援学校では，一人一人の教育的ニ

ーズや障害特性に応じた指導を行うことを

目指しています。こうした中，学校現場で

は，医療的ケアを必要とする児童生徒や，

発達障害の特徴がある児童生徒など，実態

はより一層多様化しており，それぞれの教

育的ニーズに応じた授業づくりの工夫が大

きな課題となっています。

一方，授業の質の向上を目指した授業改

善では，多様性に対応した指導の工夫の前

提として，授業の基礎･基本をしっかりと押

さえる必要があり，「よい授業」はどうあればよいのかということについて，教師間で同

じ視点をもつことが重要です。しかし，このことについては，担当教師の経験や力量，考

え方により大きく影響を受ける傾向にあります。そのため授業づくりを行っていく際に，

授業者一人一人の「授業改善の視点の明確化」が重要であると考えました。

２ 研究の目的

平成24年度（１年次）は，特別支援学校

で日々の実践を担っている教師を対象にし

て，「よい授業」に対する考え方についてア

ンケート調査を実施しました（結果につい

ては研究紀要第44集を参照）。この授業実践

者の考えをまとめたものや先行研究等を参

考に「よい授業の視点」を整理することが

できました。

平成25年度（２年次）は，「特別支援教育

のミニマムスタンダード」（二つのチェック

リストを含む）として整理した，この「よ

い授業の視点」を，授業改善の場で活用することを研究活動の中心としました。「よい授

業の視点」を関係者で共有し，その視点を基に授業改善に取り組みました。

これらを通じて，特別支援学校でのＰＤＣＡサイクルに沿った授業改善の視点を明らか

にすることが本研究の目的です。

図Ⅰ-１ 研究の背景

図Ⅰ-２ 研究の目的

秋田県総合教育センター 平成25年度 研究紀要
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３ 研究経過（１年次）

県内の特別支援学校２校に協力してもら

い，「どのような授業をよい授業と考えてい

るか」という内容で，アンケートによる事

前調査を行いました。事前調査に協力して

もらった特別支援学校２校は，知的障害の

生徒を中心とした中規模校で，肢体不自由，

自閉症等の多様な障害の生徒が在籍する学

校を選定しました。また，アンケートの設

問は，チェックリストの試案作成の基礎的

なデータを得るため，「よい授業をするため

に普段心掛けていること」「授業研究会等で

話題になっているポイント」等について自由記述で回答してもらいました。

その結果挙げられた視点を整理して「授業デザインチェックリスト」と「授業実践チェ

ックリスト」という，二つの授業評価リストの原案を作成しました。また，こうして作成

された「授業デザイン」「授業実践」の各チェックリストを当センターで行った初任者研

修講座の受講者や特別支援学校の教師を対象にしてモニタリング調査を行い，検討した結

果を基に，それぞれのチェックリストについて試案を作成しました。

次に，こうして作成した二つのチェックリストの評価項目の妥当性や，記述のしやすさ，

評価基準についての検討をすることを目的に，全県の県立特別支援学校を対象としてモニ

タリング調査を行いました。その調査の結果を受けて，「授業デザインチェックリスト」「授

業実践チェックリスト」が完成しました（資料参照）。

さらに，これらのチェックリストの内容に関連した基礎的な事柄についての解説を加え，

二つのチェックリストを含んだ「特別支援教育のミニマムスタンダード」を作成しました

（資料参照）。

４ 研究内容（２年次）

２年次の研究では，１年次に作成した「特

別支援教育のミニマムスタンダード（チェ

ックリストを含む）」が，実際にどのように

活用できるのか，また，活用に当たっての

留意事項にはどのようなことがあるのかと

いうことについて，具体的な実践例を収集

することにしました。

この実践例の収集を通して，チェックリ

スト等が授業改善に役立つ視点となるのか

どうかという検証や，継続的な授業改善の

図Ⅰ-３ 年次の研究経過

図Ⅰ-４ ２年次の研究内容

秋田県総合教育センター 平成25年度 研究紀要
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システムづくりにどのような配慮が必要なのかを明らかにすることができると考えました

（図Ⅰ-４）。

５ 研究方法（２年次）

本研究は，県の特別支援教育課，当センタ

ー，県立養護学校天王みどり学園から構成さ

れるプロジェクトチームで進めてきました。

２年次の研究に当たっては，研究のゴール

である，「授業改善の視点の明確化」を目指

して，次のように分担して研究を進めること

にしました。

特別支援教育課では，内容と方法に関する

周知を目的に特別支援学校の「計画訪問での

活用」を行いました。総合教育センタ―では

「効果的な活用方法の検討」を目的として「研

修講座での活用」を行いました。そして天王みどり学園では教職員の授業研究の活性化を

目指して，「授業研究での活用」について取り組みました（図Ⅰ-５）。

図Ⅰ-５ ２年次の研究方法
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Ⅱ 研究の実際

１ 計画訪問での活用

－「特別支援教育のミニマムスタンダード」の内容と活用方法に関する周知－

特別支援教育課は，全県の特別支援学校を対

象とする計画訪問の機会を利用した「特別支援

教育のミニマムスタンダード」の活用促進と，

これを通した授業改善を行うことを目的に，次

の事柄に取り組みました。

各校に周知する活動として，今回の「特別支援

教育のミニマムスタンダード」の活用について，

校長会議をはじめとする計４回の説明会を行い

ました。教師全体への周知を図るために，管理

職への趣旨説明を行うとともに，実際の活用方

法については，教務主任，研究主任等の，学校での授業改善を中心的に推進している教師

に説明を行うことで，学校全体で取り組めるよう配慮しました（図Ⅱ-１）。

また，計画訪問において次の流れで実際に活用することで，全教師に対して周知を図り

ました。

図Ⅱ-１ 周知方法

図Ⅱ-２ 学校と特別支援教育課とのやりとり
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(1) 計画訪問に先だって，訪問当日実施する授業について「授業デザインチェックリスト」

を提出する。チェックリストは，授業者によるチェックと，学部主事等の第三者がチェ

ックすることで，事前に客観的な授業評価をしてもらうよう依頼する。

(2) 計画訪問時に，先に提出のあったチェックリストを参考に授業参観を行う。

(3) 計画訪問終了後に「授業実践チェックリスト」を提出する。

(4) 計画訪問当日の授業参観と提出されたチェックリストを基に，「授業改善に関するア

ドバイス」を各校に提示する。

(5) 各学校では，(4)を踏まえて授業改善を行い，改善授業の中から「学習指導案」，「授

業改善の具体的内容を記した資料」，「授業の映像」を提出する。

具体例として，県立大曲養護学校せ

んぼく分教室の授業改善について例を

示します。前述の(1)～(3)のような流

れで特別支援教育課と学校とやりとり

を行い，特別支援教育課からは次の二

つの点について授業改善に関するアド

バイスを行いました。

一つ目は「説明の簡略化や児童の活

動の見届けによる評価計画の再検討」，

二つ目は「教材教具や活動量の確保の

工夫」です。これを含めて，授業者は

授業について検討し改善授業を行いま

した。そして図Ⅱ-３にあるように実際に改善した授業例を提出しました。

特別支援教育課での取組における成

果と課題についてです。計画訪問での

活用を通し，全県規模で授業改善の視

点を示すとともに，ほとんど全ての教

師に，実際に授業評価チェックリスト

による評価・改善のプロセスを体験し

てもらうことができました。また，学

校に「授業改善に関するアドバイス」

を示すことで，チェックリストを活用

した授業改善の具体化を促進できまし

た。「授業のデザイン」段階での授業

改善が図られるよう，学校との協議を

より深めていく必要があるということが今後の課題となりました。

図Ⅱ-３ 学校とのやりとり例

図Ⅱ-４ 計画訪問での成果と課題
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２ 研修講座での活用 － 年次研修等における演習 －

当センターでは「効果的な活用方法の検

討」を目指して「特別支援教育のミニマム

スタンダード」の研修講座での活用を行い

ました。

特別支援学校対象の研修講座においては

講師研修講座，初任者研修講座，教職５年

経験者研修講座，授業力向上研修講座で活

用しました（図Ⅱ-５）。なお，特別支援学

校の研修講座以外では，特別支援学級新担

任研修講座でも活用しました。

この中から，初任者研修講座と教職５年

経験者研修講座における活用について説明

します。初任者の研修においては「授業づ

くりの基礎的・基本的な事柄の習得」を目

指し，テキストとして活用しました。活用

方法としては，演習などを通して，内容に

ついて受講者が具体的に考えたり，他の受

講者と話し合ったりする活動を多く取り入

れました。主として取り上げたのは，「児童

生徒理解」「授業づくりの基礎」「協議方法」

についてです（図Ⅱ-６）。

実際に取り組んだ例をいくつか紹介しま

す。図Ⅱ-７は「児童生徒理解」について取

り上げた際の内容です。「特別支援教育のミ

ニマムスタンダード」では２ページに記載

されている内容です（資料参照）。

特別支援学校の授業づくりでは，特に児

童生徒理解に関する視点が重要です。児童

生徒の実態を障害だけで捉えるのではなく，

環境と関連させながら具体的な活動につい

て考えていくことや，本人の主観を育てて

いくことが必要なことなどについて演習を

行いました。

実際には自分のクラスの児童生徒を一人思い浮かべ，演習シートに書き込みました。障

図Ⅱ-５ 活用対象の研修講座

図Ⅱ-６ 初任者研修講座での活用

図Ⅱ-７ 児童生徒理解に関する演習
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害の状態や健康状態等は比較的簡単に記入できるのですが，児童生徒が学校生活において

どのような参加状況であるのか，そのためにどのような活動を設定していく必要があるの

かについては，ほとんどの受講者が悩みながら記入していました。また，記入したシート

を使って，隣の初任者に児童生徒について説明したり，質問を受けたりしてやりとりする

様子が見られました。

教師としての経験が少ない初任者の悩み

として，１単位時間の授業を組み立てる際

に，ねらいの達成に向けた組立てが難しい

ということがありました。これには様々な

原因が考えられますが，ねらいの達成のた

めの適切な中心活動の設定と時間配分につ

いて知る必要がありました。その中でも学

習内容を多く盛り込み過ぎて，ねらいの達

成が十分にできないという意見が多く出さ

れたため，図Ⅱ-８のような方法で１単位時

間の流れを考えることを提案しました。「特

別支援教育のミニマムスタンダード」では10ページに記載しています（資料参照）。

授業のねらいの達成に向けた，活動の中心である「展開」に，どのような活動を設定す

るのかを最初に考えます。そして，それに向けて効果的な導入や，次時につながるまとめ

を考えます。授業の組立ての具体的な方法を端的に示し，実際に自分たちで考えて記入す

ることで理解につながりました。また，児童生徒の実態やねらいの達成に向けて多様な教

師の支援があることを実際にシートに書き込みながら考えたり，グループでお互いに話し

合ったりする演習も実施しました。

教職５年経験者研修講座の受講者は，あ

る程度経験を積み重ね，授業をデザインし，

授業の主担当として実践することが増えて

きます。そうした日々の実践の中で自分な

りのやり方に自信をもち，授業の手応えを

感じることが増えてくるようです。

その一方で，自分の授業に対する悩みが

固定化したり，さらによりよい授業を目指

していきたいと考えたりして，授業改善の

必要性を強く意識する年代でもあります。

そこで，この研修では授業改善サイクルの

ＰＤＣＡの主にＣ（評価）とＡ（改善）について着目しました。「授業デザインチェック

リスト」と「授業実践チェックリスト」の二つのチェックリストから明らかになった「改

図Ⅱ-８ 授業の組立てに関する演習

図Ⅱ-９ 教職５年経験者研修講座での活用目的
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善の必要な項目」について「授業改善シート」を用いて具体的な改善策を明らかにし，次

の授業へ生かしていく流れです（図Ⅱ-９）。

教職５年経験者研修講座における実際の流れは図Ⅱ-10のとおりです。

(1) 授業の原案を立てる際に授業に関わる教師で「授業デザインチェックリスト」におい

て評価し，改善を図ります。

(2) １回目の授業を実施し，この授業を「授業実践チェックリスト」で評価します。

(3) 改善が必要と考えられる項目について「授業改善シート」を作成し，具体的な改善策

を検討し，「授業の再デザイン」を行い指導案を作成します。

(4) 改善された指導案に基づいて２回目の授業を行います。

(5) 改善授業について「授業実践チェックリスト」で評価し，改善がなされているか確認

します。

研修講座では，「授業②」のDVDと授業改善シートを各自持参し，小グループを編制して

授業研究会を行いました。

教職５年経験者研修講座で使用した「授業改善シート」は，「授業実践チェックリスト」

の各項目に対応しており，評価が低かった項目について，具体的な改善策を検討し，授業

の「再デザイン」へ生かすことができるようなものにしました（図Ⅱ-11及び資料参照）。

「授業実践チェックリスト」の項目は共通のものですが，改善点には学校種や児童生徒

の実態がより多く反映されていました。このように「授業改善シート」を作成し，ポイン

図Ⅱ-10 教職５年経験者研修講座での活用の流れ
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トを絞って授業者が考えたり，関係者間で具体的に話し合ったりすることにより，授業改

善に結び付きました。

研修講座における「特別支援教育のミニ

マムスタンダード」の活用については，受

講者のアンケートから次のような成果と課

題が明らかになりました（図Ⅱ-12）。

講師研修講座や初任者研修講座等の比較

的経験年数の浅い受講者にとっては，基礎

的事柄を確認する手立てとなったことが分

かりました。その際，演習等を取り入れ，

具体的に「自分だったらどうするか」とい

うことを考えたり，他の受講者と話し合っ

たりすることで考えの広がりや，深まりに

繋がったと思われます。一方，教職５年経験者研修講座の受講者等，ある程度経験年数を

積んだ受講者にとっては，客観的な視点で授業を見直したり，他者評価を受けたりするこ

とで新たな授業改善に結び付いたと考えられます。また，その際に「授業改善シート」を

活用して，具体的な方策について話し合うことで授業の再デザインの有効な手立てにつな

がりました。こうしたことから，受講者の経験年数に応じた「特別支援教育のミニマムス

タンダード」の活用ができたと考えられます。

図Ⅱ-11 授業改善シートによる授業改善

図Ⅱ-12 研修講座でのアンケート
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「授業実践チェックリスト」については，年次研修講座全体で約80例の授業研究につい

て活用しました。授業について話し合う際に，「よい授業の視点」を共有することで，話

合いが効率的に行われました。

一方，研修講座で活用した受講者から多く出された要望として，より具体的な実践例に

ついての情報が欲しいというものがありました。「よい授業の視点」は共通のものですが，

それを活用して実際に行われた取組は，それぞれの校種，児童生徒に見合った実践となっ

ており，その指導方法や具体的な内容は他の授業へも生かすことができると考えます。

こうしたことから，現在「授業改善アイ

ディアブック」の作成を行っています。こ

の中では，実際に「授業改善シート」を活

用して授業改善した例を具体的に示してい

ます。各ページは，授業実践チェックリス

トの20の項目に対応した表題，改善前の授

業の状態，改善のポイント，具体的な改善

策について記載しています（図Ⅱ-13）。完

成次第，当センターのホームページ上で紹

介する予定です。
図Ⅱ-13 授業改善アイディアブックの記載例
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３ 授業研究での活用 － 天王みどり学園での実践 －

天王みどり学園では，学校規模が大きくなってきたことから教師が増加して，全員で話

し合う場を設けることが難しくなっている実状があります。

そこで，学部内をさらに小グループ化した「小グループ研究会」を授業づくりの中心的

な体制としています。

それによって，話合いの場を設定しやすく，参観体制もとりやすくなります。もちろん

学部研究会や全校研究会もありますが，フットワークを軽くすることが，授業改善の日常

化には大切なことです。

授業づくりの中心となる「小グループ研究会」のＰＤＣＡサイクルは図Ⅱ-15のように
なっています。今年度から，授業構想の段階で教師間でアイディアを出し合うベースミー

ティングを大事にした授業づくりを実施しました。

図Ⅱ-14 授業研究の体制

図Ⅱ-15 小グループ研究会のＰＤＣＡサイクル



- 106 -

秋田県総合教育センター 平成25年度 研究紀要

１回目と２回目の授業提示の後に，平成24年度まではワークショップによる授業研究会

を実施していました（図Ⅱ-16）。参加者みんなで意見を出し合えるよさはあるものの，授
業提示の数だけワークショップも実施するとなると，日程調整が大変になります。そこで，

平成25年度はもっと効率よく授業改善に取り組めるよう，ワークショップのよさをベース

ミーティングに生かしつつ，授業の評価に授業実践チェックリストを用いることにしまし

た（図Ⅱ-17）。

図Ⅱ-18は，実際の授業構想時におけるベースミーティングの様子です。
児童の顔写真を並べながら，現在の育ちや目指す姿を話し合い，必要な学習活動のアイ

ディアを出し合いました。配置図を書きながら話し合うと，授業場面を想定しやすく，児

童の動きを考えながら配置や動線を整理していくことができました。時には学部内でワー

クショップを実施し，指導者間で悩んでいる部分を中心に，具体的なアイディアを出し合

図Ⅱ-16 ワークショップによる授業研究会 図Ⅱ-17 チェックリストを活用した授業研究会

図Ⅱ-18 ベースミーティングの様子
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って授業づくりに取り組みました。

また，学習指導案の作成においては，規定の様式にとらわれず，参観者が分かる，参観

者に伝わる，それによって参観者が評価しやすく，改善につながるといったことを意識し

て，指導者それぞれが工夫して書くことに取り組みました（図Ⅱ-19）。

中学部の国語の授業を事

例に紹介します（図Ⅱ-20）。
１回目の授業の目標は，提

示されたイラストの中から

対象の人物を一人選び，４

つのポイントに沿って説明

文を作ることです。手立て

として，一人一人に応じた

ヒントカードや手順表，ワ

ークシート等を工夫しまし

た。また，４つのポイント

を押さえるために，教師が

例文を添えて説明しました。

図Ⅱ-19 授業改善につながる見やすい指導案の工夫の例

図Ⅱ-20 中学部国語科授業 １回目
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チェックリストの評価やコメントを基に教師間で話し合い，改善点を明らかにした授業

改善シートを作成しました（図Ⅱ-21）。
２回目の授業提示では，「授業改善シート」の中で，指導者は二つの改善策を出しまし

た。一つ目は，例文を説明する際に，生徒それぞれから多くの答えを聞き取り，板書しな

がらお互いの意見交換の場として活用したことです。正解は一つではないことや，友達と

違うことを答えてもいいんだということに気付き，意欲的な説明文作りに結びつきました。

二つ目は，生徒が自分で答えを判断しやすい教材の工夫です。色を明確にしたり，動作を

加えたりすることで，理解度が深まりました。授業後の評価では，前回の改善ポイントを

踏まえ，より分かりやすい教材の提示がされていたといった意見が挙げられました。

図Ⅱ-21 授業改善シートの作成

図Ⅱ-22 中学部国語科授業 ２回目

秋田県総合教育センター 平成25年度 研究紀要
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学校における授業研究の場で，「特

別支援教育のミニマムスタンダード」

を活用した成果と課題をまとめると

図Ⅱ-22のようになります。
ベースミーティングや授業研究会

などを小グループで実施したことで，

特定の人だけでなくみんなで授業づ

くりをする，みんなで研究に関わっ

てよい授業を行っていこうとするこ

とにつながりました。

「授業実践チェックリスト」で授

業の評価をし，「授業改善シート」を

活用して改善点とその具体的な改善策を提示したことで，参観者の視点も明らかになり，

改善点に対する評価も明確になりました。

今後は，今年度試行的に活用したチェックリストや改善シートを，学校としてより取り

組みやすい形に見直したり，これらを活用した授業改善のシステムを定着させていく工夫

が学校に求められると考えています。

図Ⅱ-22 授業研究における活用の成果と課題

秋田県総合教育センター 平成25年度 研究紀要
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Ⅲ 研究のまとめ

今年度の取組では，平成24年度に「よ

い授業の視点」として整理し，作成し

た「特別支援教育のミニマムスタンダ

ード」を，県内の特別支援学校や当セ

ンターの研修講座で活用してきました。

天王みどり学園での実践が示すように，

二つのチェックリストを使って授業の

改善点を焦点化し，授業担当者全員で

共有すること，そしてそれを基にして

改善策を具体的に立案することを目指

してきたことで，授業の変容に結び付

けることができました。

また授業づくりや授業改善に関わる検討会を通して，教師経験の差を補完し，学び合う

機会を作り出したことなどが県内の特別支援学校から報告されています。こうしたことか

ら，授業改善システムとしての今回の提案は，教師個人の授業力向上だけではなく，チー

ムによる授業改善の重要性についても実践的に確認する機会となりました。

以上のことから，今年度の取組は，ＰＤＣＡサイクルに沿った授業改善の視点の明確化

につながったと考えられます。

本研究で明らかになった，ＰＤＣＡサ

イクルに沿った授業改善の視点を確認

し，本研究のまとめとします。

一点目は，「よい授業の視点」を共有

することで，効果的な授業改善の検討に

つながったことです。本研究では，「よ

い授業の視点」として，二つの授業改善

チェックリストを使用しましたが，これ

らを基礎・基本として活用していくこと

がよい授業を目指した毎日の授業実践に

役立ちます。

二点目は，授業改善の課題に優先順位をつけ，焦点化することで，改善策の具体化が図

られることです。本研究では，「授業改善シート」を提案し活用しましたが，その中心目

的は，明確化された改善課題に優先順位を付け，焦点化，具体化していくことです。

図Ⅲ-１ 授業改善システムの有効性

図Ⅲ-２ 研究の成果と課題
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三点目は，児童の実態を踏まえたねらいと手立ての検討など，授業デザインが重要であ

ることです。本研究においても授業改善の過程で授業の組み立て直しが行われました。「い

つ，何を，どのように教えるのか」，児童生徒一人一人の自立と社会参加を促すための指

導内容の吟味は十分であるかということについて，授業を構想するデザインの段階から精

度の高い授業計画を立てることは大変重要です。

最後に，本研究では授業改善をチームで行っていく組織としての重要性も提案していま

す。各学校においては，この点を踏まえ自校の実情や特色も加味して，チームで効率よく

効果的な授業づくりを進めていくことが，今後ますます必要となります。
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＜資料＞ 授業デザインチェックリスト



- 113 -

秋田県総合教育センター 平成25年度 研究紀要

＜資料＞ 授業実践チェックリスト
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＜資料＞ 授業改善シート（例）
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＜資料＞ 「特別支援教育のミニマムスタンダード」
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※二つのチェックシート，授業改善シート及び「特別支援教育のスタンダード」は，当セ

ンターホームページ（http://www.akita-c.ed.jp/）からダウンロードできます。

秋田県総合教育センター 平成25年度 研究紀要
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