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平成２７年度 特別支援教育に関する実践研究充実事業 

 

Ⅰ 研究の概要 

 １ 研究主題 

キャリア教育の視点で小・中・高を貫く教育課程の編成 

～児童生徒がやりがいと手応えを感じる授業づくりを通して～ 

 

 ２ 研究主題の設定理由 

 （１）児童生徒・学校・地域の現状について 

    本校は平成１５年度に開校した。開校時４６名だった児童生徒数は現在１１２名

と大幅に増加しているとともに、障害の重度・重複化、多様化が進んでいる。地域

の理解が深く、近隣の小・中学校、高等学校、町内会の方々との交流も盛んに行わ

れている。また、秋田県総合教育センターと隣接した学校であり、日々の授業づく

りにおいて開校時から連携を図っている。 

    学校教育目標「地域の一員として、一人一人が輝き、進んで社会参加できる児童

生徒の育成」の実現に向け、次のことを基本方針として様々な教育活動に取り組ん

でいる。 

    ○地域の教育資源を活用し、地域との協同で教育活動を推進する学校 

    ○総合教育センターや地域と連携し、県内外に「授業」を提案できる学校 

 （２）本校の課題について 

    近年の校内研究では、主に授業づくりを主題に掲げ、秋田県総合教育センターと

連携を図りながら、授業づくりや授業改善に積極的に取り組んできた。その中で、

各学部の取組を充実させてきたものの、学部間のつながりは十分に検討してきたと

は言えず、職員から「小・中・高を貫く」教育について具体的な取組が必要である

という声が多く挙がっていた。更に近年は、授業のベースとなる、個別の支援計画、

個別の指導計画、年間指導計画において、指導の積み重ねが分かるものになってい

るか、指導計画が妥当性をもっているかが課題となっている。 

 （３）昨年度の研究について 

    平成２６年度は研究主題を「一人一人がやりがいと手応えを感じながら活動に取

り組む授業づくり～キャリア教育の視点から～」とし、キャリア教育の視点として

「やりがいと手応え」に焦点を当てた授業づくりを行い、一人一人の主体性を育み、

進んで社会参加できる児童生徒の育成を目指した。この中で新たにキャリア教育全

体計画を作成し、今年度から活用することで、小・中・高のつながりを深めていき

たいと考えている。 

 （４）本校の特色について 

本校の児童生徒の実態を見ると、全員が自宅通学生であり、保護者との連携を密

に図ることのできる環境にある。全校生徒の９３％が小学部または中学部からの入

学となっている。つまり、中学部以降の生徒の構成に変化が少なく、１２年間また

は６年間を貫く教育ができることが本校の特色である。このことは、県内の県立特

別支援学校の中でも高い割合となっている。 
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以上のことから、児童生徒がより主体的に社会参加するためには、今とその先を

見据えて一貫性のある教育活動の展開が必要である。本校の特色を活かしながら、

小・中・高を貫く教育課程の編成と授業づくりを行いたいと考え、本研究主題を設

定した。 

  

３ 研究仮説 

   キャリア教育の視点として、キャリア教育全体計画と関連を図りながら授業づくり

を行う。従来の学部研究で検討された育みたい力について、新たに組織した学部をま

たぐ研究グループの中で、この積み重ねやつながりを検討する。 

   これらに取り組むことで、小・中・高を貫く教育への意識が高まり、学部間をつな

ぐ指導内容や教育活動が検討され、教育課程の改善を図ることができるであろう。ま

た、児童生徒が「やりがいと手応え」を感じ、達成感や自信、自己肯定感、意欲を積

み重ね、主体的に社会参加する姿が増えていくであろう。 

 

 ４ 研究組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワーキンググループ 

小１・２・３と

小４ 

小５・６と 

中１ 

中２・３と 

高１ 

中２・３・高と

外部（＊３）

 

＊１ 教頭、各学部主事、研究主任・副主任、研究部員、ワーキンググループチーフで、

学部研究とワーキンググループの取組をまとめ、今後の取組の方向付けをする。 

＊２ 研究協力者である栗田養護学校とゆり養護学校の教務主任、研究主任が授業研究会

や研究協議会に参加し、教育課程の編成や授業改善を推進する。 

＊３ 現場実習先の事業所や施設からの、授業参観及びアンケート記入。 

 

 

 

学部研究 

小学部 中学部 高等部 

全校研究 

（プロジェクトチーム＊１） 

教育課程検討委員会 

県央３校連携研究会（＊２） 

研究部 教務部 
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 ５ 研究内容・方法 

 （１）キャリア教育の視点からの授業づくり 

 （２）小・中・高を貫く教育課程の編成 

 

Ⅱ 研究計画と評価計画 

 １ 研究計画 

今年度は、キャリア教育全体計画により、小中高を貫く。その上で、キャリア教育

の視点による授業づくり、指導内容や教育活動の検討、キャリア教育全体計画の見直

しの方法は以下のとおりである。 

 （１）キャリア教育の視点からの授業づくり 

①研究主題の共通理解 

・研究主題に掲げた「キャリア教育」「やりがいと手応えを感じる授業づくり」につ

いて確認し、共通理解を図る。            【全校研究会①：４月】 

②平成２７年度キャリア教育全体計画の活用 

・キャリア教育全体計画を授業づくりにどのように活用するのかを確認する。 

【全校研究会①：４月】 

・ワーキンググループで意見交換をする。（事前ミーティングと協議）  

【学部授業研究会４回、全校授業研究会３回】 

・学部研究会やワーキンググループの協議内容を整理し、キャリア教育全体計画の

確認や見直しに反映させる。【プロジェクトチーム②③、教育課程検討委員会②③④】 

③各学部の目指す姿の設定 

・児童生徒の実態、昨年度の研究、学部の重点、キャリア教育全体計画から、研究

において今年度の学部の目指す姿を設定する。      【学部研究会：５月】 

・年間指導計画の作成や授業づくりに生かすために、教育専門監による研修会を実

施する。            【職員研修会①：４月、職員研修会②：５月】 

・授業づくりに生かすための評価について、外部講師を招いて研修を実施する。 

【職員研修会③：７月】 

 

 （２）小・中・高を貫く教育課程の編成 

   ①ワーキンググループによる授業・教育課程の検討 

・隣接する学部をまたぐワーキンググループメンバーで、研究授業の事前ミーティ

ングと授業後の協議を行う。    【研究授業７回の事前ミーティングと協議】 

②プロジェクトチームによる教育課程の検討 

・学部研究とワーキンググループの進捗状況や、成果と課題を取りまとめる。 

【プロジェクトチーム①②③】 

③教育課程検討委員会による教育課程の検討・改善 

・教育課程上の成果と課題を整理し、改善の方向性を示したり、キャリア教育全体

計画を見直したりする。           【教育課程検討委員会①②③④】 

④県央３校連携研究会による協議 

・研究の推進や教育課程の改善に向けての協議を行う。 

【県央３校連携研究会①②③】 
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（３）年間計画（表１） 

月 研究活動 実施内容 

４月 全校研究会① 研究概要と教育課程改善についての共通理解 

職員研修会① 教育専門監による研修（生活単元学習について）

５月 教育課程検討委員会① 実践研究充実事業の検討と確認 

教育課程上の課題の確認 

職員研修会② 教育専門監による研修（遊びの指導について）

６月 学部授業研究会（小１～３）

 

県央３校連携研究会① 

ワーキンググループによる事前ミーティング 

授業改善、教育課程についての協議 

教育課程の改善と研究の推進に関する協議 

７月 職員研修会③ 外部講師による研修（評価について） 

８月 教育課程検討委員会② ４～７月の教育課程の確認と検討 

プロジェクトチーム会議① ワーキンググループの進め方の確認と共通理解

９月 学部授業研究会（中３） ワーキンググループによる事前ミーティング 

授業改善、教育課程についての協議 

学部授業研究会（高 A） 

 

県央３校連携研究会② 

ワーキンググループによる事前ミーティング 

授業改善、教育課程についての協議 

実践研究取組の経過と改善に向けての協議 

学部授業研究会（高 B） ワーキンググループによる事前ミーティング 

授業改善、教育課程についての協議 

10 月 全校授業研究会（高等部 A）

（公開事前研究会） 

ワーキンググループによる事前ミーティング 

高等部の学部研究進捗状況の報告 

授業改善に向けての協議 

全校授業研究会（中１） 

（公開事前研究会） 

ワーキンググループによる事前ミーティング 

中学部の学部研究進捗状況の報告 

授業改善に向けての協議 

教育課程検討委員会③ ８～10 月の教育課程の確認と検討 

11 月 全校授業研究会（小４～６）

（公開事前研究会） 

ワーキンググループによる事前ミーティング 

小学部の学部研究進捗状況の報告 

授業改善に向けての協議 

プロジェクトチーム会議② ワーキンググループの進捗状況の確認と検討 

全校研究会② 全校研究の進捗状況と検討 

12 月 公開研究協議会 公開授業、分科会、全体協議会 

１月 出張報告会 県外先進校、県内の視察報告と情報共有 

プロジェクトチーム会議③ 今年度のまとめと今後の方向性 

２月 県央３校連携研究会③ 今年度のまとめと次年度の取組に向けて 

全校研究会③ 今年度のまとめと次年度の方向性 

教育課程検討委員会④ 次年度の教育課程の検討と周知 

３月 研究紀要発行 １年間の研究成果のまとめと発信 
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月 1回 学部研究会 授業づくり、指導内容の検討と改善 

１～２月 県外先進校の視察 教育課程の編成に取り組む県外先進校の視察 

 

 ２ 評価計画（表２） 

月 研究活動 実施内容 

６月 県央３校連携研究会① 

 

授業研究会における授業づくりの外部評価 

研究の推進と教育課程についての外部評価 

ワーキンググループ① 授業づくりと教育課程の評価 

７月 学校評議員会① 事業についての外部評価 

８月 教育課程検討委員会② 教育課程の評価 

９月 ワーキンググループ②③④ 授業づくりと教育課程の評価 

県央３校連携研究会② 

 

授業研究会における授業づくりの外部評価 

研究の推進と教育課程についての外部評価 

10 月 全校授業研究会①② 

（公開事前研究会） 

学部研究進捗状況と授業づくりの評価 

 

教育課程検討委員会③ 教育課程の評価 

11 月 全校授業研究会③ 

（公開事前研究会） 

プロジェクトチーム会議 

学部研究進捗状況と授業づくりの評価 

 

学部研究とワーキンググループの取組の評価 

12 月 公開研究協議会 授業づくりと教育課程編成についての外部評価 

１月 職員アンケート 研究推進と教育課程に関するアンケート評価 

２月 

 

 

 

県央３校連携研究会③ 研究のまとめと教育課程についての外部評価 

全校研究会③ 研究のまとめと教育課程についての評価 

教育課程検討委員会④ 教育課程の評価 

学校評議員会② 研究のまとめと教育課程編成についての外部評価 

授業評価・改善シート 授業づくりと児童生徒の変容の評価 

 

 

Ⅲ 研究の実際 

 １ 研究経過 

 （１）キャリア教育の視点からの授業づくり 

   ①研究主題の共通理解 

ア キャリア教育についての共通理解 

     中央教育審議会「今後の学校教育におけるキャリア教育・職業教育の在り方に

ついて（答申）」（平成２３年１月）におけるキャリア教育の定義や本校学校教育

目標を基に、本校では、自分のもてる力を存分に発揮し、達成感を味わいながら

自分の役割を果たすことを大事にしていきたいと考えた。それが、一人一人の生

活意欲、主体性、生きる力を育てることにつながると考えた。 
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   イ やりがいと手応えを感じる授業について 

     昨年度は「一人一人がやりがいと手応えを感じながら活動に取り組む授業づく

り」を研究主題に掲げ、研究を推進した。この中で、学校生活においてやりがい

と手応えを十分に感じることが、児童生徒の主体的に活動する姿へつながるので

はないかと考え、引き続き今年度も「やりがいと手応え」に焦点を当てた授業づ

くりに取り組んだ。 

 

 

 

 

     また、「やりがいと手応え」を感じる授業づくりを次のように考え、そのための

環境づくりや仕掛けを工夫していくこととした。（図－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ②平成２７年度キャリア教育全体計画の活用（資料１） 

     本校のキャリア教育全体計画は、平成２６年度に検討し完成させた。その中か

ら今年度は、授業づくりにおいて各学部の「キャリア教育における目指す姿」に

焦点を当てることとした。 

     具体的には、学習指導案において、単元題材目標設定の参考にしたり、単元題

材観の中で「キャリア教育における目指す姿」と関連付けたりした。 

 

   ③各学部の目指す姿の設定 

     研究主題、昨年度の成果と課題から、学部の目指す姿を設定した。（表３） 

学部 小学部 中学部 高等部 

目指す姿 やりたいことや好きな

ことを見つけて夢中で

遊んだり、教師や友達

と遊んだりする姿 

目標に向かって仲間

と共にやり遂げる姿

社会参加を目指し、集

団や地域の活動に主

体的に取り組む姿 

研究の対象 遊びの指導（合同遊び） 生活単元学習 職業科 

   

 （２）小・中・高を貫く教育課程の編成（図－２） 

    教育課程の編成に係る各研究組織の役割と内容については、次のとおりである。 

やりがい・・・自分の行動に対して「できる」「分かる」「やった」と自分自身で

感じること、自分の行動と結果が結び付くこと 

手応え・・・・「やりたい」「なりたい」といった本人の願いを大事にし、どうな

りたいかについて考え学び価値付けること

図－１ 「やりがいと手応え」を感じる授業づくり 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県央３校連携研究会 

（天王みどり学園、栗田養護学校、ゆり養護

学校の総括教務主任、研究主任） 

 教育課程の編成や研究の推進に係る協議 

図－２ 教育課程の編成に係る各研究組織の役割と活動内容 

教育課程検討委員会 

（校長、教頭、事務長、学部主事、研究主任、地域支援部主任、

自立活動部主任、進路指導主事） 

・小中高の重点事項、課題の確認 

・指導の積み重ねが分かる、個別の支援計画、個別の

指導計画、年間指導計画の見直しと作成 

・教育課程における「学部間のつながり」の検討 

・キャリア教育全体計画の見直しと策定 

プロジェクトチーム 

（教頭、学部主事、研究主任、ワーキンググループ各チーフ、 

研究部員） 

・キャリア教育全体計画「キャリア教育における学部

の目指す姿」の検討と改善策の立案 

・ワーキンググループの進め方の確認 

・ワーキンググループの協議内容や検討事項の把握 

・学部研究の進捗状況の把握 協力 

提案 

報告

学部研究 

（各学部の研究） 

 

 
・「学部の目指す姿」に沿った

授業づくり 

・キャリア教育全体計画の活用

・年間指導計画や指導内容の見

直しと改善 

・授業研究会の実施 

ワーキンググループ 

（隣接する学部をまたぐ研究組織） 

 【研究協議】 

・授業に関する協議   （授業改善） 

・指導内容、育みたい力、キャリア教育

全体計画との関連等、教育課程に関わ

る協議     （教育課程の改善） 

【事前ミーティング】 

・年間指導計画、キャリア教育全体計画

との関連、授業の意図の説明（授業者） 

・説明や意見交換を通して、参観の視点

の明確化        （参観者） 

研究授業の実施と参観 
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Ⅳ 成果と課題 

（１）キャリア教育の視点からの授業づくり 

   ①キャリア教育全体計画との関連を図った授業づくり 

   【成果】今年度は、学習指導案の作成において、キャリア教育全体計画の中の、各

学部の「キャリア教育における目指す姿」に焦点を当てたことで、授業づ

くりとキャリア教育との関連を意識することができた。また、新たな取組

をするのではなく、日々の教育活動がキャリア教育と関連付いていること

が再確認できた。 

   【課題】授業づくりや各研究組織での協議内容、アンケート調査を通して、成果と

課題、改善点を整理し、現在キャリア教育全体計画の見直しを図っている。

この見直しを通して、より指導計画や授業づくりとの関連を深めたり、「学

部目標」「学校教育目標」との整合性や妥当性を高めたりしていく。 

    

②学部研究について 

   【成果】小学部では、友達や教師と関わって活動する姿を目指した授業づくり、中

学部では自分の役割を果たし最後までやり遂げる姿を目指した授業づくり、

高等部では集団や地域の中でライフキャリアの育成を目指した授業づくり

に取り組み、一人一人の学びや変容を丁寧に見取りながら、検討と改善を

重ねてきた。また、授業改善だけでなく、各学年や学習グループにおける

指導内容や学びの積み重ねについても検討した。小学部では「生活年齢を

考慮した活動内容」「合同遊び単元・題材案」の作成と検討、中学部では「生

活単元学習の系統表」の作成と検討、高等部では「指導内容の素案」を用

いた年間指導計画や進路希望に応じた学習集団の検討を行い、学部内での

つながりを確かめたり、整理したりすることができた。 

   【課題】ワーキンググループの取組を通して、授業の意図が明確になってきたが、

意図をより絞り込んだり具体化したりすることや、目標の最適化について

はまだ課題が残る。

昨年度、菊地一文氏

の研修会で述べられ

た「授業を捉え直す

視点」（図－３）を参

考に、授業の質を高

めるとともに、より

一人一人がやりがい

と手応えを実感でき

るような授業づくり

に努める。 

 

   ③ワーキンググループによる授業づくりについて 

   【成果】隣接する学部、尚且つ３学年程度の年齢幅でグループを構成したことで、

現在指導する児童生徒の過去や未来を身近に考えながら協議をすることが

図－３ 授業を捉え直す視点（目標と評価の関連） 
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小・中・高を貫くキャリア教育全体計画 

学部間をつなぐためのワーキンググループ

小学部 中学部 高等部 

図－４  

できた。授業研究会の協議の中でも、目の前の授業改善だけでなく、「中学

部につないでいくためには・・・」「この力が高等部では・・・・」といっ

た、近い将来につなげる視点からの意見が多く聞かれるようになった。ワ

ーキンググループの取組を通して、先を見据えた指導への意識が一層高ま

ったと考える。 

   【課題】今年度は、授業に関する協議が中心となり、学部間をつなぐための指導計

画や指導内容について十分な協議を深めるまで至らなかった。次年度は、

キャリア教育全体計画を基に、年間指導計画や指導内容の連続性、育みた

い力の積み重ね等についての協議を軸とした取組を進める。 

 

（２）小・中・高を貫く教育課程の編成 

   【成果】「小・中・高を貫く」基盤としてキャリア教育全体計画を位置付けたことに

より、隣接する学部と関連させながら、授業づくりや研究協議に取り組む

ことができた。（図－４）また、校内の各研究組織に加え、県央３校連携研

究会による他校からの評価や協議を定期的に実施したことにより、多角的

に意見を聞くことができた。 

現在は、ワーキンググループの協議内容、学部研究の成果と課題等をプ

ロジェクトチー

ムが整理し、より

授業づくりと密

着した平成２８

年度版キャリア

教育全体計画の

改訂に取り組ん

でいる。 

  

   【課題】今年度見直し、改善を図ったキャリア教育全体計画を基盤に据えながら、

指導計画や指導内容の連続性を図るための取組を充実させていく。そのた

めに、研究組織をより効果的に機能させるよう整えていく。 
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秋田県立養護学校天王みどり学園 （平成２７年度版）キャリア教育全体計画

各教科・領域等との関連
小学部 中学部 高等部

（個に応じた段階的な指導と生活に即した活動設定により、一人一人に必要な各教科の内容を習得する）

※各教科等の具体的な指導目標、指導内容は「個別の指導計画 「年間指導計画」による。」、
キャリア教育推進の基盤

職員の専門性の向上 保護者との連携 地域との連携 関係機関との連携 校内の組織作り 啓発活動
・授業づくりと授業評価 ・校報「みどり輝く 、 ・交流及び共同学習（含 ・福祉、医療、労働機関 ・教務部：全体計画の作 ・ による発信。」 HP
を通した実践研究 進路指導だより「道し 居住地校交流） との定期的な情報交換 成 ・関係会議等における

・総合教育センターとの るべ 、各学部だより ・地域資源の活用 ・地区別連携協議会の開 ・研究部： キャリア教 活動」 「
連携 や学年だよりを活用し 催と情報共有 育の視点で小・中・高 ・授業公開

・各種研修会、研究会へ た情報提供と や ・総合教育センターとの を貫く教育課程の編成 ・ミニ学校展PTA
の参加 面談、連絡帳を通した 連携 ～児童生徒がやりがい ・出前授業

・文献研究 情報交換・話し合い ・他校との連携 と手応えを感じる授業
・進路講話、進路研修の づくりを通して～」
実施 ・進路指導部：進路プラ

ン、指導内容表の作成

学校の教育目標

地域の一員として、一人一人が輝き、進んで社会参加できる児童
生徒の育成

めざす児童生徒像 めざす学校像
○あいさつのある学校

明 る く ふれあう子 ○きれいな学校
仲 よ く はげましあう子 ○読書活動を大切にする学校
元気よく みがきあう子 ○健やかな体を育む学校

本校の児童生徒の特徴
小学部から高等部まであり、全校

。で１１２名の児童生徒が学んでいる
全員が自宅から通学しており、居住
地別では、３５％が秋田市、６５％
が男鹿南秋地区である。７１％の児
童生徒がスクールバスを利用、１４
％が自家用車による送迎で通学して
いる。

、知的障害の特別支援学校であるが
視覚障害、聴覚障害、肢体不自由を

、併せ有する児童生徒も在籍しており
実態差が大きい。医療的ケア対象の
児童生徒もおり、看護師１名が配置
されている。

学 部 目 標
小学部 中学部 高等部

( ) 健康で、明るく生活する児童の育成 ( ) 健康で明るく、生き生きと生活する生徒の育成 ( ) 健康で明るく、生き生きと活動する心豊かな1 1 1
( ) 目標に向かって、根気強く取り組む生徒の育成 生徒の育成2

( ) 自分でやってみようとする児童の育成 ( ) 思いやりの心をもち、互いを大切にする生徒の ( ) 目標に向かって自ら学び、最後までやりとげ2 3 2
育成 る生徒の育成

( ) みんなとふれあい、仲よくする児童の育成 ( ) 思いやりの心をもち、互いに認め合い、高め3 3
合う生徒の育成

キャリア教育における目指す姿
小学部 中学部 高等部観点

好きなことや得意なことをたくさん見付 手掛かりを頼りにしながら自ら考える習慣を 自分の将来像について具体的に考え、進んで1 1 1 1
主体的に け、興味関心を広げるとともに、活動に夢 身に付け、自己選択・自己決定し、その達成 課題に挑戦しようという気持ちで物事に取り
生きよう 中で取り組みながら意欲的に学校生活を送 に向けて努力する。 組む
とする気 る。
持ち

挨拶、衣服の着脱、食事、排せつなど日常 基本的なルール、マナー、衛生、健康管理な 自分で計画し、実行または修正しながら物事2 2 2 2
身辺自立 生活の基本動作・習慣をできるだけ自分の ど社会生活に必要な知識と技能を身に付け、 に取り組むと同時に、環境等の多様な変化に
生活の自 力で、かつ望ましいやり方でできる。 習慣化を図る。 応じて生活する。
立、自律

身近な大人との信頼関係をベースに児童同 状況に応じた適切な表現方法で伝える力を高 地域での活動の中で、自分の思いを他者に伝3 3 3 3
士で働き掛けたり、働き掛けを受け入れた めるとともに、生徒同士が関わりを深め、折 えたり、相手の気持ちを受け止めたりすると

、 。 、 。人と関わ りする経験を通して 積極的に人と関わる り合いを付け、相手を受け入れて接しようと ともに に応じた言動で他者を接するTPO
る力 する。

学校や家庭で無理なくできる手伝い、係、 進んで係や委員会活動、家庭での手伝いなど 自分のできること、求められていることを理4 4 4 4
仕事などの役割を担い、認められる経験を 自分でできる仕事をし、根気強くやり遂げる 解し、集団の一員として自覚をもって役割を

集団にお 通して自己有用感を感じ、進んで活動に取 とともに、継続して取り組む。 果たす。
ける役割 り組む。

各
教
科
等
を
合
わ
せ
た
指
導

（日常生活が充実し、高まるように日常生活の諸活動を適切に指導する。基本的生活習慣、挨拶、礼儀作法、時間やきまりを守ることなどを取り上げる ）日常生活の指導 。

（身体活動を活発にし、仲間との関わりを遊びの指導
促し、意欲的な活動をはぐくみ、心身の発達を促す）

（生活上の目標達成、課題解決のための一連の活動を組織的に経験することにより、自立的な生活に必要な事柄の実際的・総合的に学習する）生活単元学習

作業学習 ）（児童生徒の働く意欲を培い、将来の職業生活や社会自立に必要な事柄を総合的に学習する

国語、算数、音楽、図画工作、体育 国語、数学、音楽、美術、保健体育 国語、数学、音楽、美術、保健体育、職業教
科
別
の

指
導

領
域
別
の
指
導

道徳（各教科等を合わせた指導において及び学校の教育活動全体を通じて、道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養う）

（望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り、集団の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的、実践的な態度を育てるとともに、自己の生き方についての考えを深め、自己を生かす能力を養う）特別活動

（障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達を培う）自立活動

（横断的・総合的な学習、探求的な学習を通して、主体的、創造的、協同的に取り組む態度を育て自己の生き方を考えることができるようにする）総合的な学習の時間

本校の教育プラン
基本方針

○地域の教育資源を活用し、地域
との協同で教育活動を推進する
学校

○総合教育センターや地域と連携
し、県内外に「授業」を提案で
きる学校

今年度の重点事項
豊かな教育のある学校の実現1
豊かな地域生活への支援2
秋田県総合教育センターとの連3
携の推進
安全安心と健康な生活の確立4

校内実習、希望体験実習 校内実習・現場実習
喫茶「みどりの風 ・くららでの販売」
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キャリア教育における目指す姿

観点 小学部 中学部 高等部

好きなことや得意なことをたくさん見付 手掛かりを頼りにしながら自ら考える習慣 自分の将来像について具体的に考え、進ん1 1 1 1
主体的に生き け、興味関心を広げるとともに、活動に を身に付け、自己選択・自己決定し、その で課題に挑戦しようと気持ちで物事に取り

ようとする気 夢中で取り組みながら意欲的に学校生活 達成に向けて努力する。 組む

持ち を送る。

挨拶、衣服の着脱、食事、排せつなど日 基本的なルール、マナー、衛生、健康管理 自分で計画し、実行または修正しながら物2 2 2 2
身辺自立 常生活の基本動作・習慣をできるだけ自 など社会生活に必要な技能や習慣を身に付 事に取り組むと同時に、環境等の多様な変

生活の自立、 分の力で かつ望ましいやり方でできる け、習慣化を図る。 化に応じて生活する。、 。

自律

身近な大人との信頼関係をベースに児童 状況に応じた適切な表現方法で伝える力を 地域での活動の中で、自分の思いを他者に3 3 3 3
同士で働き掛けたり、働き掛けを受け入 高めるとともに 生徒同士が関わりを深め 伝えたり、相手の気持ちを受け止めたりす、 、

人と関わる力 れたりする経験を通して、積極的に人と 折り合いを付け、相手を受け入れて接しよ るとともに、 に応じた言動で他者とTPO
関わる。 うとする。 接する。

学校や家庭で無理なくできる手伝い 係 進んで係や委員会活動、家庭での手伝いな 自分のできること、求められていることを4 4 4 4、 、

集団における 仕事などの役割を担い、認められる経験 ど自分でできる仕事をし、根気強くやり遂 理解し、集団の一員として自覚をもって役

役割 を通して自己有用感を感じ、進んで活動 げるとともに、継続して取り組む。 割を果たす。

に取り組む。
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【研究主題】 

キャリア教育の視点で 
小・中・高を貫く教育課程の編成 

～児童生徒がやりがいと手応えを感じる授業づくりを通して～ 

【文部科学省委託】平成２７年度特別支援教育に関する実践研究充実事業 

平成２８年２月５日 
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    ・重度・重複・多様化 
 
    ・秋田県総合教育センターと連携 
 
    ・地域交流が盛ん 

児童生徒・学校・地域 

    ・小学部または中学部から入学 
      する割合が非常に高い 
    ・１２年間または６年間を貫く教育 
      が必要 

本校の特色 

    ・やりがいと手応え⇒主体性 
 
    ・キャリア教育全体計画の作成と 
      活用        

キャリア教育の視点 



児童生徒が主体的に社会参加するためには 

【研究主題】 

キャリア教育の視点で 
小・中・高を貫く教育課程の編成 

～児童生徒がやりがいと手応えを感じる授業づくりを通して～ 

 
一貫性のある 
教育活動 

 

 
授業づくり 

（やりがいと手応え） 
 

１ 研究主題設定の理由  



 
 
 
 
 

 
 

キャリア教育全体計画と
関連を図る授業づくり 

学部をまたぐ研究組織
（他学部からの視点） 

主体的に社会参加する姿 

キャリア教育全体計画 

学部間をつなぐ指導内容・教育活動の検討 
⇒教育課程の改善 
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学部研究 

小 中 高 

ワーキンググループ 
小１・２・３
と小４ 

小５・６と 
中１ 

中２・３と 
高１ 

中２・３・高と 
外部評価 

教務部 研究部 

教育課程検討委員会 

プロジェクトチーム 

県央３校連携研究会 



 
 
 
 
 

小・中・高を貫く教育課程の編成 

キャリア教育の視点からの
授業づくり 

キャリア教育全体計画 



キャリア教育の視点からの授業づくり 

・研究主題の共通理解 
 
・キャリア教育全体計画の活用 
 
・学部の目指す姿の設定（学部研究） 

【P１０ 資料１】 



小・中・高を貫く教育課程の編成 

・ワーキンググループ 
 
・プロジェクトチーム 
 
・教育課程検討委員会 
 
・県央３校連携研究会 

５ 研究方法 

【P７、図－２】 



学部研究 

小 中 高 

ワーキンググループ 
小１・２・３
と小４ 

小５・６と 
中１ 

中２・３と 
高１ 

中２・３・高と 
外部評価 

教務部 研究部 

教育課程検討委員会 

プロジェクトチーム 

県央３校連携研究会 

① 

② 

③ 

④ 小
学
部
高
学
年
の
実
践
事
例
か
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小学部４・５・６年 遊びの指導 

        「みどりっこゆうえんちであそぼう！」 

① 学部研究～キャリア教育全体計画の活用 

好きなコーナーを自分で選び、存分に遊ぶ姿 

主体的に生きようとする気持ち 

６ 研究経過 



小学部４・５・６年 遊びの指導 

        「みどりっこゆうえんちであそぼう！」 

操作する役、遊ぶ役に 
分かれて遊ぶ姿 

遊具の順番を待つ姿 

人と関わる力 

① 学部研究～キャリア教育全体計画の活用 

６ 研究経過 



小学部４・５・６年 遊びの指導 

        「みどりっこゆうえんちであそぼう！」 

遊具を工夫して作る姿 準備や後片付けに 
取り組む姿 

集団における役割 

① 学部研究～キャリア教育全体計画の活用 

６ 研究経過 



隣接する学部をまたぐグループ 

小５・６ 
中１ 

小学部主事 
 
 

中２・３ 
高１ 

中学部主事 
 
 

中２・３ 

高A・B・C 
高等部主事 

外部評価 
 
 

小１・２・３
小４ 

研究主任 
 
 

・他学部の授業の意図を理解する 
・学部間をつなぐ指導の意識を高める 

ワーキンググループとは 

将来（少し先）    過去（少し前）  今 

６ 研究経過 

チーフ チーフ チーフ 
チーフ 



小・中・高を貫くキャリア教育全体計画 

ワーキンググループとは 

小学部 中学部 高等部 

学部間をつなぐワーキンググループ 

６ 研究経過 



ワーキンググループとは 

指導計画をどのよ
うに発展させてい

るのか？ 

隣接する学年・学部について 

本授業の意図は？ 

指導内容の連続性
はどうか？ 

学部を超えた 
教育活動の検討 

キャリア教育全体計
画との関連は図られ

ているか？ 

６ 研究経過 



 ・授業に関する協議 
 
 ・教育課程の協議 

研究協議 

 ・研究授業参観 
 
 ・評価 

授業研究 

・授業の意図を理解 
 年間指導計画 
 キャリア教育全体計画 
 との関連 
 
 

② ワーキンググループの取組 

事前ミーティング 

６ 研究経過 



②  ワーキンググループの取組 

低学年で存分に遊んできた経
験を活かして、高学年として何
をねらうか十分に検討して、年
間指導計画を改善してきた。 

高学年として大事にしたいこ
とや、中学部生活につなが
る力を考え、役割交替したり
ルールを守ったりして遊ぶ、
準備や後片付けに取り組む
等を目標に掲げた。 

６ 研究経過 

遊びの指導は遊びきること
が大事。自発的に役割に取
り組むのはいいが、与えら
れた役割は本当に必要か。 

遊具工夫し、操作する役と遊ぶ役に分
かれることを想定した。遊びの中で自然
と役割を果たしながら友達と関わって遊
ぶ姿を期待している。 

遊びの指導における「役割」を
あらかじめ設定しているのか？ 



③ プロジェクトチーム 

教頭、学部主事、研究主任、研究部員 
 ワーキンググループ各チーフ 

キャリア教育全体計画の改善 

各学部研究の 
成果と課題 

各ワーキング 
グループの意見 

職員アンケート
による意見 

６ 研究経過 



   

年間指導計画の作成 

指導内容の連続性 

積み重ねのある教育活動の実施 

個別の指導計画の作成 

授業づくり 

H28 キャリア教育全体計画 

④ 教育課程検討委員会 
６ 研究経過 



キャリア教育の視点からの授業づくり 

・キャリア教育全体計画の活用 
 
 
 
 

・日々の授業との関連付け 
 

 
 
 

・実践を通しての改善（作成中） 
・整合性、妥当性の高まり 

改善点 

成果 



小・中・高を貫く教育課程の編成 

 
 

 ・学部をつなぐ視点からの授業評価 
 
 

  ・年間指導計画、指導内容をつなぐ取組 
 ・積み重ねのある教育活動の検討 

７ 成果と課題 

成果 

改善点 

・研究組織の運用 


