
刊行に当たって

新学習指導要領は，今年度から小学校において全面実施となり，中学校，高等学校も順

次実施されていくこととなります。当センターでは，今回の改訂の基本的な考え方の一つ

である「子どもたちが未来社会を切り拓くための資質・能力を一層確実に育成すること」

を踏まえ，基本研究課題を「未来を創る子どもに『生きる力』を育む学校教育の推進」と

し，この基本研究課題のもと，国や県の動向を見定めながら研究事業を推進しています。

そして今年度からは，次の三つの研究テーマを設定して２年計画で研究に取り組むことと

しました。

センター研究１は「実践的指導力習得期にある教員育成のための校内研修プランの提案」

というテーマで，実践的指導力習得期にある教員を対象とした校内研修の現状と課題を把

握するとともに，習得期にある教員の傾向を分析し，校内研修プランを提案します。

センター研究２は「子どもが資質・能力を活用・発揮できる授業づくりに役立つアイデ

ィアの提案」というテーマで，各教科及び各校種ごとにアイディアを開発し,研修講座受

講者が研修で体験した際の感想も交えて，提案します。

センター研究３は，「学びにくさを抱えた児童生徒の理解と学習上の配慮 －特別支援

教育の視点を生かして－」というテーマで，通常の学級において学びにくさを抱えた児童

生徒に対する教員の理解と指導力向上につながるよう，研修資料を提案します。

今年度は，新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により，いずれの研究も計画どお

りに進めることができなかった面もありましたが，さまざまな制約のある中で「できるこ

と」は何かを模索しながら研究に取り組んできました。

そしてこのたび，１年次の研究成果を研究紀要としてまとめました。本研究が，新しい

時代に求められている学校教育の改善・充実のための一助となれば幸いです。

併せて，今年度は，新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から，例年２月に開催して

おりました秋田県教育研究発表会を中止したため，研究成果を学校現場の先生方の前で発

表してご意見をいただく機会をもつことができませんでしたので，ぜひ多くの方々に研究

紀要をお読みいただき，２年次の研究の充実に向けて，ご意見，ご助言をいただければ，

誠にありがたく存じます。

末筆ながら，本研究を推進するに当たり，学校や関係諸機関の皆さまから，多大なご協

力，ご支援を賜りましたことに，心より感謝申し上げます。

令和３年３月

秋田県総合教育センター

所長 難波 文彦
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未来を創る子どもに「生きる力」を育む学校教育の推進
秋田県総合教育センターでは，本年度の基本研究課題「未来を創る子どもに『生きる力』

を育む学校教育の推進」に基づき，以下の研究目的及び基本方針を設定しています。

【研究目的及び基本方針】
国や県の動向を見定めながら，喫緊の教育課題の解決に取り組む手掛かりとなる具

体的な提案を行う。
(1) 本県が目指す学校教育の実現に向け，基本研究課題を基に研究テーマを設定し，
教職員の指導力と学校の組織力の向上に資する研究を行う。

(2) 学校や教職員，教育関係機関との連携や協力を通して，県内の情報を収集・分
析し，学校の実態に即した実践的な研究を行う。

(3) 国や県の動向との関連や，全国教育研究所連盟，都道府県指定都市教育セン
ター所長協議会，東北・北海道地区教育センター協議会の研究との関連を踏まえ，
学習指導要領の趣旨を生かした先進的な研究を行う。

これらに基づき，全所員がそれぞれの専門性を生かした三つの研究（いずれも２年計画
・１年次）を進めました。コロナ禍で研修講座の中止などもあり，検証方法を含めた研究
計画を臨機応変に随時修正しながら，各研究を推進しました。

第１章 実践的指導力習得期にある教員育成のための校内研修プランの提案

近年，教員の大量退職・大量採用などを背景に教員を巡る環境は大きく変化しています。
「秋田県教員育成指標」で実践的指導力習得期とされた，初任から採用３年目を目安とす
る期間の研修の在り方も見直されています。
本研究では，習得期の教員の育成に向けた校内研修が充実するよう，校内研修の現状や

習得期の教員の傾向を分析し，より多くの教員による関わりを促すための工夫を取り入れ
たワークショップ型の校内研修プランを提案します。

第２章 子どもが資質・能力を活用・発揮できる授業づくりに役立つアイディアの提案

学習指導要領及び学校教育の指針で，授業において資質・能力の活用・発揮を重視して
いることを受け，子どもが資質・能力を活用・発揮できる授業づくりに役立つアイディア
について研究を進めています。１年次となる今年度は，当センターで構想した，学習活動
例や教材研究例といった要素が含まれた各教科のアイディアを，研修講座の演習の一部で
受講者に体験していただき，その感想を分析し，アイディアの改善に取り組みました。

第３章 学びにくさを抱えた児童生徒の理解と学習上の配慮

－特別支援教育の視点を生かして－

特別な教育的支援を必要とする児童生徒が増加傾向にあり，通常の学級においても，一
人一人の教育的ニーズに応じたきめ細やかな指導や支援を行うことが重要です。アンケー
ト調査を行い，県内の現状把握に努めた結果「書くこと」に関して学びにくさを抱えてい
る児童生徒が多いことが分かりました。そこで本研究では「書くこと」に着目し，児童生
徒の理解と指導方法，ＩＣＴを活用した手立てについて研修講座資料としてまとめました。





目 次

Ⅰ 研究の概要

１ 研究の背景 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

２ 研究のねらい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

３ 研究の内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

Ⅱ 研究の実際

１ 実践的指導力習得期にある教員への

アンケート調査による校内研修の現状と課題の分析 ・・・・・・・・・・ ３

２ 研修指導教員へのアンケート調査による校内研修の現状と課題の分析 ・・・ ４

３ 「あきたキャリアアップシート」の集計結果に見る

実践的指導力習得期にある教員の傾向の分析 ・・・・・・・・・・・・・ ５

４ 校内研修プランの作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９Ⅲ 研究のまとめ

■ 校内研修プラン

１ 研修プラン① キャリア教育の理解と推進を図るための研修 ・・・・・・・ 10

２ 研修プラン② 道徳科の授業づくりに関する研修 ・・・・・・・・・・・・ 13

３ 研修プラン③ 学級経営の充実を図るための研修 ・・・・・・・・・・・・ 17

４ 研修プラン④ 特別活動「学級活動(1)における

話合い活動の充実」に向けての研修 ・・・・・・・・・・ 20

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24■ 引用・参考文献



Ⅰ 研究の概要

１ 研究の背景

近年，小・中学校においては，教職員の大量退職・大量採用などにより，年齢構成や経

験年数のアンバランスが生じています。これまで学校組織の中で見られた，経験豊富な教

職員から，採用間もない教職員への知識や技術等の伝達が困難になるなど，教職員を巡る

環境は大きく変化しています。

「第３期あきたの教育振興に関する基本計画」では，教職員の資質能力の総合的な向上

を図る研修を充実させ，質の高い学習の基盤となる教育環境を整備することが示されてい

ます。教職員研修においては，教職員一人一人が自らの「キャリアステージ」を意識し，

積極的に自己及び学校全体の指導力の向上を図るために，教職生活全体を通じて互いに高

め合うことが大切です。

平成30年に策定された「秋田県教員育成指標 （令和３年度より「秋田県教職キャリア」

指標」に名称変更。以下，新名称を表記 ）では，初任から３年目を目安とする期間を第。

１ステージ「実践的指導力習得期」としています。また令和元年度からは，初任者研修の

， ， ， ，校内研修が１年目150時間から １年目120時間 ２年目15時間 ３年目15時間に変更され

研修体制が従来の拠点校方式からメンター方式に移行するなど，この期間の研修の在り方

が見直されています。

各学校では，初任者研修をはじめとする実践的指導力習得期にある教職員研修の趣旨を

よく理解して，研修体制を整備し，研修の全体計画に基づき，日常の業務を通じた研修を

重視しながら互いに学び合い，自己及び学校全体の目標達成に向けて継続的な取組を進め

るよう，校内研修の充実に努めることが求められています。

２ 研究のねらい

「秋田県教職キャリア指標」は，実践的指導力習得期を「教員としての心構えや公務員

， 」としてのモラル 学習指導要領や教育課程についての基礎的知識及び指導力を身に付ける

期間と示しています。

また「秋田県教職員研修体系」は，研修基調を「キャリアステージに応じた資質能力の

向上を目指す総合的・体系的な研修」とし，若手教員同士が切磋琢磨し合い実践的指導力

を高める機会を確保すること，学校の活性化に不可欠な中堅教職員の力量を向上させるこ

と，ベテラン教員の若手教職員を育成する力を向上させることなどを念頭に，教職生活全

体を通じて互いに高め合う研修体制の一層の充実を意図して改善が図られています。

秋田県総合教育センター（以下，当センター）における研修講座では，基本方針に「ア

クティブ・ラーニング型研修の充実」を掲げています。その視点の一つに「校内研修のア
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クティブ化を促進するプログラム」を取り入れ，研修の成果をＯＪＴ（職場での業務を通

じた研修）で活用できるように，思考ツールを効果的に活用するなど，研修講座の内容や

研修資料等の工夫改善に努めています。

本研究では，実践的指導力習得期にある教員の現状や課題を踏まえて 「秋田県教職キ，

ャリア指標」に基づく「秋田県教職員研修体系」の方針や，当センターで実施する初任者

研修・実践的指導力習得研修の手法等を基盤として，具体的な校内研修プランを作成しま

す。そして，研修指導教員や研修を支える他の教員に向けて，校内研修の進め方の参考と

なる『実践的指導力習得期にある教員育成のための校内研修ガイド（仮称 』として提供）

することで，実践的指導力習得期にある教員の育成に向けた校内研修が充実することをね

らいとします。

３ 研究の内容

本研究は２年計画で進めます。１年次となる令和２年度は，アンケート調査等により，

実践的指導力習得期の校内研修の現状と課題の把握や，実践的指導力習得期にある教員の

傾向の分析を行いました。そして，それらを基に，実践的指導力習得期にある教員の育成

に向けた校内研修プランを作成し，当センタ－ウェブサイトを通じて公開しました。

２年次は，研究協力校等での校内研修プランの実践や，当センター研修講座での校内研

修プランの活用を予定しています。また，校内研修プランの修正や追加作成に努め 「校，

内研修ガイド」にまとめて提案，発信する予定としています（図１ 。）

図１ 研究の内容
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Ⅱ 研究の実際

１ 実践的指導力習得期にある教員への

アンケート調査による校内研修の現状と課題の分析

本年度，当センターで行われた教職経験者研修において，実践的指導力習得期にある教

員（以下，習得期の教員）を対象に，初任者研修（校内研修）に関するアンケート調査を

実施しました。アンケートの対象者は，小学校初任者研修の受講者63名，中学校初任者研

修の40名，小学校実践的指導力習得研修の59名，中学校実践的指導力習得研修の31名で，

合計193名でした。

はじめに，初任者研修の校内研修の状況について尋ねました。演習や協議の設定は十分

にあるか，指導教員以外の教員との研修機会は十分にあるか，悩みなどについて気軽に相

談することができるかについて，それぞれ「とてもそう思う 「思う 「あまり思わない」」 」

「思わない」の４段階の選択肢から回答してもらいました。結果を見ると「とてもそう思

う 「思う」の肯定的評価が多く，４段階評価の数値では3.4～3.6でした（図２ 。」 ）

次に，校内で気軽に相談できる対象について，八つの選択肢を準備して尋ねたところ，

， （ ）。所属する学年部の主任や指導教員等 様々な教職員との関わりがうかがえました 図３

この結果と，校内研修の現状に関する

三つの質問の結果をクロス集計しました

（表１ 。相談対象として示した八つの）

選択肢の選択数と，校内研修の現状につ

いての評価との関係をクロス集計したと

ころ，相談対象を数多く選択した習得期

図２ 初任者研修の校内研修の状況 図３ 校内で気軽に相談できる対象

表１ クロス集計結果
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の教員ほど 「指導教員以外の教員から研修を受ける機会が十分にある」と評価している，

。 ， ，傾向が見られました 多くの教員が校内研修に直接関わることは 習得期の教員にとって

日頃の相談のしやすさにもつながる重要な要素であると考えます。

， ，また 悩みや課題の解決につながったり

自分の成長を感じたりする校内研修につい

て尋ねたところ，70％以上の習得期の教員

が，授業研修に関わる研修場面を挙げまし

た（図４ 。教科等指導力に関わる校内研）

修の充実がうかがえます。

「学校全体でサポートしてもらっている

と感じるのは，どのような時ですか」の質

問に対しては 「様々な先生と意見を交わ，

す時 「メンターチーム以外の先生から授業研修の助言をいただいた時」など多くの教員」

の関わりに関する記述や 「研修前に相談事がないか聞いていただいた時 「授業方法に， 」

悩んでいると優しく声をかけてくださる時」など様々な教員による指導や助言，励ましに

関する記述が多く見られました。また，校内研修について感じていることとしては 「研，

修の最後に，日頃の悩みが相談できればよかった 「自分から質問したり意見交流したり」

することが必要だった」という回答も見られました。

このように，アンケート調査の結果からは，習得期の教員が成長を実感するためにも，

多くの教員が，校内研修をはじめとする様々な機会を捉えて，より積極的に関わることが

望まれていることが分かります。

２ 研修指導教員へのアンケート調査による校内研修の現状と課題の分析

本年度は，初任者研修または実践的指導力習得研修の研修指導教員を対象に，両研修の

校内研修に関するアンケート調査も実施しました。アンケートの対象者数は，昨年度また

は本年度の研修指導担当の教員で，小学校60名，中学校47名，合計107名でした。

はじめに，校内研修の状況を尋ねました。

習得期の教員へのアンケート調査と同内容

の質問項目について，それぞれ「とてもそ

う思う 「思う 「あまり思わない 「思わ」 」 」

ない」の４段階の選択肢から回答してもら

いました（図５ 。結果を見ると「とても）

そう思う 「思う」の肯定的評価が多く，」

４段階評価の数値は3.5～3.6でした。

この結果について，習得期の教員のアン

ケート調査結果と比較したところ，おおむ

ね同様の傾向であることが分かりました 表（

２ 。その中で，両者の認識にやや開きが）

図４ 課題解決や成長を感じる校内研修

図５ 習得期研修の校内研修の状況
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見られたのが，指導教員以外の教員から研修

を受ける機会が十分にあるかどうかについて

。 ，でした 習得期の教員による評価数値よりも

指導教員による評価数値が高いことから，指

導教員が思うよりも，習得期の教員は他の教

員からの研修機会を少ないと感じていること

がうかがえます。この差について，次の質問

項目から考察しました。

「校内研修の中で，若手教員の悩みや課題の解決，教員としての成長につながっている

と感じる機会や場面」について尋ねたところ 「研修の場は，日常にあるように思う 「基， 」

本は全てＯＪＴだと考える 「ＯＪＴを重視して継続的に実施している」など，習得期の」

教員を指導する側は，ＯＪＴを意識した日常業務の中に，成長につながる場面を見いだし

ている記述が多く見られました。自らの成長場面として，授業研修を中心とした特定の研

修場面を意識するにとどまる傾向が強い習得期の教員と，指導教員との間には，このＯＪ

Ｔの意識の差があると考えました。習得期の教員に対しては，ＯＪＴの意識を高めるよう

に働きかけるなど，より充実した関わりが日頃から求められると言えます。

アンケート調査結果からは，この他に，校内研修について困っていることとして 「実，

践事例などがあればありがたい 「具体的な研修資料があると助かる」など，指導教員の」

支援となる事例が求められていることが分かりました。昨年度の初任者研修に係る調査結

果でも，指導教員の多くは，今後の初任者研修の充実について，研修時間の確保や時間的

精神的負担の軽減に関する意見を挙げています。短時間で実施可能な研修の実践事例が，

効果的な校内研修の実施につながると考えられます。

３ 「あきたキャリアアップシート」の集計結果に見る

実践的指導力習得期にある教員の傾向の分析

当センターの初任者研修と実践的指導力習得研修を受講した，習得期の教員による「あ

きたキャリアアップシート」の令和元年度分の集計データから，習得期の教員の傾向を分

析しました。対象は，小学校教員171名，中学校教員112名，高等学校教員53名，特別支援

学校教員54名，合計390名です。

「あきたキャリアアップシート」は，教

員一人一人の研修の支援をねらいとしたツ

ールです（図６ 。年度当初に 「秋田県教） ，

職キャリア指標」に示された項目ごとに４

段階の自己評価を行い，次に「本県の教育

課題への対応 「マネジメント能力 「生徒」 」

指導力 「教科等指導力」の四つの領域ご」

とにその年における自分自身の重点目標を

設定し，更にその中から最重点目標を一つ 図６ あきたキャリアアップシート

表２ 習得期の教員と研修指導教員の比較
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選択します。年度末に研修を振り返り，再

度４段階で自己評価を行います。今回は，

年度当初の自己評価の結果と，四つの領域

ごとに設定された重点目標等の分析から，

習得期の教員の傾向を確認しました。

年度当初の自己評価では，責任の自覚，

， ，共感的理解 児童生徒の内面理解といった

教師としての心構えに関わる項目に，高い

自己評価が見られました（図７ 。反対に，）

地域人材や資源の活用，キャリア教育やふ

るさと教育といった，採用間もない習得期

の教員には主体的に取り組む場面がまだ少

ないと考えられる項目は，低めの自己評価

にとどまっています。

こうした自己評価を踏まえて，領域ごと

に設定した重点目標を見ると，授業づくり

と学級づくりに関わる項目が多いことが分

かります（図８ 。最重点目標に最も多く）

設定された項目は 「主体的・対話的で深，

い学びの視点からの授業づくり」でした。

分析の結果から，習得期の教員は，教科指導や学級経営を重点目標に挙げる傾向が強い

と言えます 「秋田県教職キャリア指標」を活用することで，習得期の教員としてバラン。

スのよい資質能力の向上に資する校内研修の充実が望まれます。

４ 校内研修プランの作成

前節までの分析により，習得期の教員育成のための校内研修には，より多くの教員の関

わりと，バランスのよい研修内容の設定が必要であることが確認できました。この結果を

踏まえて，習得期の教員に向けた校内研修プランを，次のように考えました（図９ 。）

提案の方向性を，習得期の教員にとって

は，指導教員以外のより多くの教員とも関

わりが促される研修であること，指導教員

にとっては，研修に向けた準備等が容易で

簡便に取り組める研修であることとしまし

た。

また，校内研修プランの作成は 「秋田，

県教職キャリア指標」との関連の明確化，

当センターで毎年作成している「実践的指

図７ 年度当初の自己評価

図８ 重点目標に設定された割合が高い項目

図９ 校内研修プランの特色
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導力習得期における研修の手引」の活用，

短時間でのワークショップ型研修の三つの

コンセプトに基づきました。

「実践的指導力習得期における研修の手

引 （以下 「研修の手引 ）には，16の研」 ， 」

修テーマが掲載されています（図10 。当）

センターの初任者研修のテキストでもある

「研修の手引」を，習得期の校内研修で更

に活用することで，バランスのよい研修内

容を設定できるとともに，各テーマの理解

をより深めることができると考えました。

本年度は，①キャリア教育，②道徳教育，

③学級経営，④特別活動の四つの研修プラ

ンを提案します。なお，研修プラン①～④

は10ページ以降に掲載しています。

次に，研修プランの提案における工夫に

ついて紹介します。

まず，資料の冒頭には「研修プランの位

置付け」を設け 「秋田県教職キャリア指，

標」や「研修の手引」との関連を明記しま

した（図11 。次に 「研修プランの特徴」） ，

として，期待できる研修効果や活用場面を

明記しました。習得期の教員は研修の見通

しをもつことができ，指導教員は研修のね

らいを容易に明確化できます 「研修プラ。

ン」には，目的や研修の参加人数の目安と

ともに，実施に必要となるシートや付箋等

の準備物も明記しました。

そして 「事前研修に活用する資料例」，

を設け 「研修の手引」の関連ページを明，

記しました（図12 。研修に必要となる基）

本的な事項や内容を事前に理解した上で，

ワークショップに取り組むことをねらいと

しています。

「研修例」には，研修の流れ，進め方，

留意点とともに，時間配分も明記しました

（図13 。時間的な負担を軽減するために，）

どの研修プランも実施に必要な時間を30分

に抑えています。

どの研修プランにも「研修進行例」とし

図10 「実践的指導力習得期における研修の手引」

に掲載される研修テーマ

図11 校内研修プランの提案における工夫①

図12 校内研修プランの提案における工夫②

図13 校内研修プランの提案における工夫③

-7-

秋田県総合教育センター　令和２年度　研究紀要



て，パワーポイントのスライドシートと進

行台本を準備しました（図14 。関連する）

データは，当センターのウェブサイトから

ダウンロードできます。これにより，指導

教員の研修準備の負担軽減が図られ，研修

当日も，ＩＣＴの活用により協議などが円

滑に進行すると考えます。

また，どの研修プランでもワークショッ

プを取り入れ，様々なシートやツールを紹

介しています。シートなどの様式もダウン

ロードできます。ダウンロード後に，学校

の実態などに応じて自由にアレンジできる

形式としています。

さらに 「研修後」という項目を設け，，

習得期の教員もＯＪＴの意識を高められる

ように，研修後のフォローアップ場面を明

記しました（図15 。研修後に職員室内に）

シートを掲示して，指導教員とともに研修

内容を掘り下げるなどのリフレクションの

場面を設定したり，研修に参加できなかっ

た教員にも研修内容を周知したりすること

により，研修の効果が一層高まることをね

らいとしています。

この研修プランに沿うことで，準備段階では，シートや付箋等の準備物も容易に整えら

れ，参加教員が集まり次第，進行台本やスライドを用いて，ＩＣＴを活用した校内研修を

円滑に実践できます。研修のねらいや流れを確認した後は，ワークショップ形式で 「教，

育計画 「学校要覧」等を基に，各学校の教育目標や重点事項を意識した取組や意見，ア」

イディアを付箋に記入します。その後の協議では，参加教員者同士で課題を解決したり，

アイディアを共有したり，概念化シートなどのツールを使い，短時間でも深まりのある意

見交流ができます。

協議後のシート（図16）を職員室内に掲

示することで，リフレクションによる研修

の深まりや，より多くの教員への研修内容

の周知につながり，習得期の教員の校内研

修は一層充実することになります。

研修時だけにとどまらない，より多くの

教員による関わりを促すための工夫を取り

入れた，習得期の教員育成のための校内研

修プランを，以上のように提案します。

図14 校内研修プランの提案における工夫④

図15 校内研修プランの提案における工夫⑤

図16 協議後のシート例
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Ⅲ 研究のまとめ

「実践的指導力習得研修（採用２，３年目研修）実施の手引」では，校内研修は原則と

して所属する学校において，より実践的な授業研修（教科等指導力に係る研修）及び一般

研修を年間15時間程度実施することとされています。そして「研修内容については，初任

者研修の成果を踏まえるとともに，研修教員の実態に応じて精選・重点化を図り，研修教

員の指導力の状況等を鑑み，適時性と系統性をもたせるようにする」とされ，また，校内

研修が円滑に実施できるよう 「初任者研修と同様にＯＪＴを基本とした弾力的な運用を，

図るものとする」と記されています。

研究の１年次である本年度は，小・中学校の実践的指導力習得期の校内研修の現状や，

習得期の教員の傾向を分析することにより，校内研修においては，より多くの教員が積極

的に研修に関わることの重要性と 「秋田県教職キャリア指標」に基づくバランスのよい，

資質能力の向上に資する研修を設定することの必要性を確認することができました。

， ， ，２年次には 分析結果を踏まえて作成した校内研修プランについて 実践の協力を仰ぎ

意見や評価を反映してより磨きをかけるとともに，更に多くのテーマについての校内研修

プランを作成し 「校内研修ガイド」としてまとめたいと考えています。，
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Ⅰ 研究の概要

１ 研究の背景

新学習指導要領では，子どもの資質・能力の育成のため，「主体的・対話的で深い学び」

の実現を目指しています。このことを踏まえ，当センターでは，平成27年度から視点を変

えながら授業改善に関する研究に取り組んでいます。これまで，授業づくりの理念やヒン

ト集などを提案してきましたが，令和２年度からは二つのことに着目し，研究を進めるこ

ととしました。

一つ目は新学習指導要領「第３（款）の１(１)」の一節

です。各教科等において身に付けたことを「活用」「発揮」

させて，学習の対象となる物事を捉え思考することにより，

「見方・考え方」が鍛えられていくことに留意する旨の記

述があります。

二つ目は令和２年度「学校教育の指針」（図１）です。学

校教育共通実践課題の重点事項２の本文中に，習得した知

識や技能を活用できる力を育てることについて記載されて

います。

このように，国や本県では，授業において資質・能力の

活用・発揮を重視しています。

２ 研究のねらい

本研究は，授業において資質・能力の活用・発揮を重視する国や本県のねらいの具現化

に資するため，子どもが資質・能力を活用・発揮できる授業づくりに役立つアイディアを

提案することをねらいとします。

３ 研究の内容

研究は２年計画で行います。１年次は，開発したアイディアを研修講座で受講者に体験

してもらいました。そして，受講者の感想を分析し，アイディアの改善したり追加したり

しました。

２年次は，改善及び追加したアイディアを再度研修講座で取り上げ，感想を分析して完

成を目指します。同時に，提案したアイディアを授業で実践した教員から聞き取り調査を

したり，講座を受講した教員からアイディアを提供してもらったりしながら，本県教員と

共に研究を推進します。

最終的に，本県教員の感想を掲載するなど，教育機関の特色を生かした形でアイディア

をウェブサイトで公開することを目指します。

図１ 令和２年度

学校教育の指針
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Ⅱ アイディアの概要

１ 本研究における言葉の捉え方

本研究で使用する言葉の捉え方は次のとおりです。

＜資質・能力＞：教科等における指導を通して育成を目指す「資質・能力」である「教

科等の枠組みの中で育まれる力」

＜活用・発揮＞：各教科の学習で身に付けた資質・能力を他の学習に生かしたり，生活

場面などへの応用の仕方を考えたりすること

＜アイディア＞：子どもが身に付けた資質・能力を活用・発揮できるようにするために

役立つ全ての情報

２ アイディアに含まれる要素

提案するアイディアには，ねらいや内容の他に，特徴が分かるように，学習活動例，教

材研究例などアイディアに含まれる要素を示すこととしました。学習活動例という要素は，

活用・発揮する場面に着目して，更に細分化することとしました（図２）。

図２ アイディアに含まれる要素

アイディアに含まれる要素

＜課題解決で＞
課題解決の場面
で活用・発揮で
きる学習活動例

＜生活場面で＞
生活の場面で活
用・発揮できる
学習活動例

＜他教科で＞
他教科で活用・
発揮できる学習
活動例

＜次の学びで＞
次の学びでの活
用・発揮に向け
た学習活動例

＜ＩＣＴ＞
活用・発揮でき
る授業における
ＩＣＴの活用例

＜手引き＞
活用・発揮でき
る授業構想に向
けた手引き例

学習活動例

◇ねらい
◇内容

アイディア

＜教材研究＞
活用・発揮でき
る授業を構想す
る教材研究例

＜教材・教具＞
活用・発揮でき
る授業で提示す
る教材・教具例

・
・
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Ⅲ アイディアの実際

１ 小学校理科のアイディア

小学校第３学年理科「電気の通り道」の学習にお

いて，「厚紙の下はどのような回路になっているの

でしょうか」という問題を解決していくアイディア

を紹介します。このアイディアには，「単元末の問

題解決の場面で活用・発揮できる学習活動例」とい

う要素と，授業で提示する「教材・教具例」という

要素が含まれています。

回路に関する概念を身に付けた後に，「いうこと

をきかない豆電球」という自作教材（図３）を提示

します。

そして，赤，青，緑のどれかのスイッチを入れると点灯することを説明し，児童に予想

させてからスイッチを入れ，予想が外れることを実感させます（図４）。

次に，教師が魔法をかけると，先ほど点灯した色のスイッチを入れても点灯せず，別の

色のスイッチを入れないと点灯しなくなることを提示し，問題提起します（図５）。

このアイディアを，令和２年８月５日

の小学校初任者研修講座の演習の一部で

取り上げたところ，受講者は意欲的に問

題解決に取り組みました。その際，回路

の推論に困惑している様子や，他者との

対話を通して解決できた喜びを実感して

いる様子などが見られました（図６）。

図４ 予想が外れることを実感する学習活動

この豆電球は，赤，青，緑
のどれかのスイッチを入れ
ると点灯します。何色だと
思いますか。

え～と，じゃあ赤！

赤を入れても
点灯しない。

赤の他に青を入れても
点灯しない。

赤，青の他に緑を
入れると点灯。

残念でしたね。この豆電球
は，緑のスイッチを入れる
と点灯するのです。

緑か・・・
残念，外れた・・・。

入 切 切 入 入 切 入 入 入

小学校第３学年理科「電気の通り道」 課題解決 教材・教具小・理科

図５ 児童の問題意識を喚起する学習活動

今から先生がこの豆電球に魔法をかけます。
チチンプイプイ・・・

どうなるのかな？
ワクワク・・・

確か緑色のスイッチを入れると点灯する
はずでしたよね。やってみましょう。

緑を入れても
点灯しない。

緑の他に青を入れても
点灯しない。

緑，青の他に赤を
入れると点灯。

今度は赤になった！
え～！どうして？
（思考の揺さぶり）

言うことを聞かない豆電球ですね。
厚紙の下はどのような回路になって
いるのでしょうか。（問題提起）

切 切 入 切 入 入 入 入 入

小学校第３学年理科「電気の通り道」 課題解決 教材・教具小・理科

図３ いうことをきかない豆電球

図６ 対話を通して問題を解決した様子

00069ＷＭＶを貼り付け

回路を作るためには全て
のスイッチを入れなけれ
ばならないから・・・ なるほど！一つの輪

の３か所がスイッチ
になっているのか！
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厚紙の下は，輪になった回路の３か所がスイッチにな

っており，スイッチを全て入れたときだけ豆電球が点灯

する仕組みになっています（図７）。必ず３番目の色の

スイッチを入れないと点灯しないため，「いうことをき

かない豆電球」という名前なのです。この教材は，理科

室にある物を使って簡単に製作できます。

アイディアを体験した受講者80名の自由記述を，文章

を解析するソフトを使って分析しました。関連する語句

は同じ色の円で表され，出現頻度が高いと円は大きくな

ります。また，線の太さは語句の関連性の強さを表して

います（図８）。

中心に「アイディア」「隠す」という語句があり，そこから右の「関心」「興味」「考え

る」に関連する語句の大集団と，左の「単元」「意欲」に関連する語句の大集団につなが

っています。「いうことをきかない豆電球」という簡単に製作できる教材を用いて，厚紙

の下の隠された回路を推論するというアイディアは，児童の立場では興味・関心をもって

考えたくなることを，また，教師の立場では児童の学習意欲を喚起する単元構想に役立つ

ことを受講者は実感したようです。

図７ 厚紙の下の回路

ソケット付き豆電球

乾電池

リード線

図８ 受講者80名の自由記述の分析

興味
考えるアイ

ディア
隠す

学習

関心

使う

想像

楽しい

電気

単元

意欲

導入

疑問

仕組
み

１つ

気付
く

輪

理解

解決

生ま
れる

実験
引き
出す

クイズ

豆
電球 児童

教材

思考

引き
付ける

流れ

電流

不思
議

確認

部分

見え
る

聞く

授業

解く

学ぶ

高
まる

謎

受講者８０名の記述分析

関連する語句＝同じ色
円の大きさ＝出現頻度
線の太さ＝関連の強さ
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２ 中学校保健体育のアイディア

第３学年保健体育「マット運動」の学

習において，発展技である伸膝前転を，

生徒が既に身に付けている資質・能力を

活用・発揮して，自ら習得できるように

するための教師の手立てを考えるアイデ

ィアを紹介します。このアイディアには

授業を構想する「教材研究例」という要

素が含まれています。

最初に，「基本的な技を習得しているＡ

くんが，発展技である伸膝前転に挑戦し

ているがうまくできない」という場面を

想定します（図９）。

次に，伸膝前転に挑戦するがうまくでき

ないＡくんの様子と，伸膝前転を成功させ

る教師の様子を，それぞれ動画で確認しま

す。

最後に，「Ａくんが自分で気が付いたり

工夫したりできるような」という授業構想

のポイント（図10）を確認し，動画とポイ

ントを踏まえ，教材研究を行います。

このアイディアを，令和２年６月10日の

中学校初任者研修講座の演習の一部におい

て取り上げました。

受講者は，令和元年度の研究で提案したAkitaractive Eye授業づくりカード（授業づく

りの視点が示された22枚のカード）から必要なカードを選び，授業構想の各場面における

工夫を記述しました。受講者Ａは，「学習活動を吟味する」というカードを選び，「手をつ

く位置」など，あらかじめポイントとなる局面やキーワードを入れるという工夫がなされ

た「本時のめあて」を記述しました（図11）。受講者Ｂは，「これまでの学習を踏まえる」

というカードを選び，手本を掲示した場所に練習に役立つ補助教具を何種類か用意し，生

徒が自ら選択し工夫できるようにするという手立てを記述しました（図12）。

図９ Ａくんが伸膝前転に挑戦するという想定

想定
基本的な技を習得してい
るＡくん。
発展技

「伸膝前転」に
挑戦していますが，なか
なかうまくできないよう
です。

中学校第３学年保健体育「マット運動」

演習：授業構想の工夫 ～伸膝前転～

教材研究

中学校第３学年保健体育「マット運動」
発展技である伸膝前転を，生徒がすでに身に付けている資質・能力を活用・発

揮して，自ら習得できるようにするための教師の手立てを考えるためのアイディア

中・保体

図10 授業構想のポイント

図11 受講者Ａの記述 図12 受講者Ｂの記述
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演習を終えた受講者は次のような感想を記述しました。

◇一方的に教えるのではなく，「気付く」そして「活用・発揮する」場面があることが，

とても大切であると思った。

◇私は発問の工夫が苦手なので，その場の状況や生徒の実態に応じた思考を促す発問を

今後身に付けていきたい。

◇教師からの声掛けでポイントを説明することが多いので，今日の演習ではいろいろな

視点で考えることができた。どのようにしたら自分の力で課題を乗り越えていけるの

か，乗り越えさせられるのかを，普段の授業の中で考え，取り入れていく重要さを再

度学ぶことができた。

◇「生徒自身にどう気付かせるか」という視点で手立てを考えてみると，それが主体

的・対話的で深い学びにつながってるのだなと実感しました。

受講者は，このアイディアを通して，生徒が自ら考え，身に付けた資質・能力を活用・

発揮できるような授業を構想することで，より深い教材研究ができたようです。

３ 高等学校家庭のアイディア

各分野や他校種との関連を踏まえた授業

実践が少ない高等学校家庭の現状を踏ま

え，Ａ・Ｂ・Ｃの内容相互の関連付け及び

小・中学校の内容との関連付けを図った授

業を構想するためのアイディアを紹介しま

す。

このアイディアには，関連付けを図る授

業づくりのための「手引き例」という要素

が含まれており（図13），関連付けを図る

授業づくりのために大切にしたいポイント

１と，ポイント２を示し，吹き出しのよう

に教師に問い掛け，自分の授業に対する

振り返りを促しています。

令和２年６月17日の高等学校初任者研

修講座の演習の一部において，このアイ

ディアを取り上げました。受講者は，手

引きのポイント１を踏まえ，Ａ・Ｂ・Ｃ

の内容相互の関連を考え，内容Ｂの「住

生活」と内容Ｃの「消費生活」との関連

を図ることとしました（図14）。そして，

具体的に単元を決め，「一人暮らしの部屋

探しのため，オンライン内見を通して，

住生活及び賃貸借契約について考える」

という場面を設定しました。

図13 関連付けを図る授業づくりの手引き例

内容の関連付けを図る授業づくりのために

関連付けを図るための視点

ポイント２ 小・中学校の内容との関連

｢食分野｣｢衣分野｣
｢消費者教育分野｣
等のように，個別に
指導していないか？

・既習事項の学び直しとなるような学習に時間を
さいていないか？
・高等学校における｢時間軸｣｢空間軸｣の視点で
学びを深められているか？

ポイント１ A・B・Cの内容相互の関連

高等学校家庭「関連付けを図る授業づくりのポイント」

高等学校家庭「住生活」
学習指導要領第２章第９節家庭（平成３０年告示）の内容Ａ・Ｂ・Ｃの関連付け

及び小・中・高の系統性の関連付けを図る授業を構想するためのアイディア

高・家庭 手引き

図14 ポイント１を踏まえた受講者の考え

ポイント１ A・B・Cの内容相互の関連

令和２年６月１７日 初任者研修講座（高等学校）Ⅲ

内容Ｂ 衣食住の生活の自立と設計 【 住生活 】
と

内容Ｃ 持続可能な消費生活・環境 【 消費生活 】

を関連付けよう。

高等学校家庭「関連付けを図る授業づくりのポイント」高・家庭 手引き
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次に，手引きのポイント２を踏まえ，こ

れまでに学んだことを活用・発揮できるよ

うに，小・中学校での学習内容を振り返り，

住居に求める条件をリストアップして見直

す学習活動を考えました（図15）。

最後に本時案を考えました（図16）。「一

人暮らしの部屋探し」という内容Ｂの授業

で，住居に求める条件を見直す場面では，

小・中学校で学んだことを活用・発揮し，

オンライン内見後の契約について考える場

面で，内容Ｃとの関連が図られています。

受講者は，本時案に基づき，実際に授業を行い

ました。授業では，小学校や中学校での既習事項

を想起しながら住居に求める条件を見直している

場面（図17）や，内容Ｂの「住生活」と内容Ｃの

「消費生活」を関連付けて考えを述べている場面

が見られました。

図15 ポイント２を踏まえた受講者の考え

令和２年６月１７日 初任者研修講座（高等学校）Ⅲ

ポイント２ 小・中学校の内容との関連

このように，これまで
に学んだことを想起
させて，住居に求め
る条件をリストアップ
して見直す学習活動
を取り入れてみよう。

高等学校家庭「関連付けを図る授業づくりのポイント」高・家庭 手引き

ライフスタイルに
応じた住居
（内容Ｂ）

契約 （賃貸借契約）
（内容Ｃ）

住居に求める条件の見直し
（小学校，中学校）

図16 関連付けが図られた本時案

ま

と

め

（

５

分

）

図17 授業の様子

やっぱり「静か」
という条件は外
せないよ

「あたたかい」と
いう条件も必要
では？

「収納」の方が
大事じゃない？
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このアイディアを実践した感想について受講者に聞き取りをしたところ，次のような回

答がありました。

◇小学校や中学校の学びを活用したり，他の領域を組み込んだりすることは学習効果が

あると思った。

◇学習の流れが生徒の思考の流れに沿っていれば，実生活の中で活用できる場面が必ず

増えると思った。

関連付けを図るための視点を示した手引きを活用し，授業を構想して実際に授業を行っ

た受講者は，このアイディアについて確かな手応えを感じたようです。

４ その他のアイディア

アイディアは，各教科で各校種ごとに開発しました。先に紹介したアイディアの他に，

研修講座の受講者の感想を掲載するなど教育機関の特色を生かしたアイディアを多数開発

しています（図18）。

図18 上から小学校算数，中学校社会，中学校美術のアイディア

受講者の感想

最短の答えでなかったとき，キャラク

ターがアドバイスをくれるので，やる気

が出る。

ゴールの数字は，ランダムに決めること

もできるし，自分で決めることもできる

ので，授業に合わせて扱いやすい。

友達がどのようなプログラムを作ったの

か知りたくなるので，ペアやグループで

の学び合いに生かしやすい。

算数が苦手な児童には，最短の場合を

考えるのはやや難しいかもしれないが，

どの児童でも単純にゲームとして楽し

める。

◎

◎

◎

▲

アイディアの使いやすさ
についてのアンケート

使いにくい
０

どちらとも
いえない
５

使いやすい
１４

小学校第４学年算数「数量の関係を表す式」 ＩＣＴ課題解決

受講者がプログラミングに挑戦している様子

小学校第４学年算数「数量の関係を表す式」

令和２年８月７日 深い学びを支える数学的活動の充実を目指す授業づくり －小学校算数科－

ＩＣＴ課題解決
小学校第４学年算数「数量の関係を表す式」 ＩＣＴ課題解決

こんなに
短く
できたんだね

１００＋１００＋１００＋１０＋１０＋１０を
簡単にするとどんな式になりますか？

ぼくは
３３０を
こうやって
作りました

自由にゲームに取り組み，ゲームの
ルールや操作方法に慣れる

長い式と短い式を紹介し，短い式を作
ることが課題であることを確認する。

やや難しい数（370など）を作る課題に
挑戦し，記号の組み合わせを改善す
る過程を共有する。

プログラミング的思考の育成

（１００＋１０）×３です。

＜授業の展開例＞

370を作る一番短いプログラム
はどうなりますか？

できた人は式も考えてみましょ
う。

小学校第４学年算数「数量の関係を表す式」 ＩＣＴ課題解決
小学校第４学年算数「数量の関係を表す式」

１００と１０を使って数を作る，
なるべく短い式を考えましょう。

小学校第４学年
「A数と計算 （6）数量の関係を表す式」
（ ）を含む式の計算のきまりに関する知識を活用・発揮しながら，計算の方法

を工夫して考えることで，（ ）を含む式の計算に習熟できるとともに，記号の組合
せをどのように改善していけば，より意図した活動に近づくのか，というプログラミ
ング的思考を育成するためのアイディア

ねらい
決められた数を作るためのより短い式を，（ ）を用いて考えることができる。

＜アイディア＞

＜学習問題＞

ＩＣＴ課題解決

中学校美術 鑑賞 「和菓子アートカード」 教材・教具

○自作の文様アートカードを使っての受講者の授業実践

＜生徒の感想＞
・日本の伝統的な文様が，身の回りのものから作り出されたことを知った。昔の人の願いが
込められていることも分かり，生活の中にある文様を探してみたいと思った。
・カードを合わせながら文様の意味を知ることができて楽しかった。唐草文様は見たことが
あったけど，繁栄の意味が込められているのは知らなかった。

令和２年１０月７日 初任者研修講座（中学校）Ⅵ

この文様は円が
組み合わさって・・

この文様の由来は
こちらです。このよ
うに変化して・・

「和菓子アートカード」を
用いたゲームの体験

授業づくりに対する
意識の高まり

＜ゲーム＞ 選んだカードを解説しよう ＜ゲーム＞ 文様カードと由来カードを組み合わせよう

中学校美術 鑑賞 「和菓子アートカード」 教材・教具

○美術作品のアートカードを使っての受講者の授業実践

＜生徒の感想＞
・ストーリーを話すゲームが楽しかった。自分では思い浮かばない友達のいろんな考え
を聞くことができた。
・作品の細かい所までじっくり見ることができた。新しい発見がたくさんあった。
・人物画でも，画家によっていろんな描き方があることが分かった。写真のような描き方
から作者の感情が表れた描き方などがあった。

令和２年９月２日 初任者研修講座（中学校）Ⅴ

＜ゲーム＞ ストーリーを考えよう ＜ゲーム＞ 三つのヒント

ここは草原の
中にある・・・

青色が使われて‥
山が描かれて‥
鳥が飛んでいる‥

え～どの
カード？

中学校美術 鑑賞 「和菓子アートカード」 教材・教具

受講者が考えた和菓子アートカードを用いたゲーム
・春夏秋冬の和菓子に分けてみよう
・お気に入りの和菓子を解説してみよう
・和菓子に名前をつけてみよう 使用した和菓子アートカードの試作品４５枚

生徒は楽しんで
鑑賞活動に取り組
めそう。でも，視点
はしっかり押さえ
ないと。

和菓子に名前をつ
けるのは難しいな。題
材の後半に設定した
方がいいかもね。

○和菓子アートカードを
使っての受講者の感想

・３学期に和菓子の作品づく
りを予定しているので実践
してみたい。

・ゲームの内容を題材の進め
方に合わせていくと，その
都度生徒に考えさせたいこ
とが明確になっていいと
思った。

令和２年７月１５日 初任者研修講座（中学校）Ⅲ

中学校美術 鑑賞 「和菓子アートカード」

春夏秋冬の和菓子に
分けてみよう

お気に入りの和菓子を
解説してみよう

和菓子に
名前をつけてみよう

春の和菓子だと思い
ます。うすい緑とピンク
色から桜をイメージし
たからです。

紅葉が重なった形と

黄色からオレンジ色に
なり，紅葉が色づいて
いく様子を表している
ところが素敵です。

「菜の花」という名前
を付けました。緑色の
中に黄色が映えてい
て，５月に見た菜の花
畑を思い出しました。

教材・教具

和菓子アートカードを使った様々なゲームを通して，和菓子に四季折々のイメー
ジがどのように取り入れられているか理解を深める。

令和２年７月１５日 初任者研修講座（中学校）Ⅲ

中学校美術 鑑賞 「和菓子アートカード」 教材・教具

題材との出会いの時間
では，日本の四季を表し
ている和菓子の美しさに
ついて気付いてほしいな。

造形的な視点を基に，
和菓子を鑑賞してほしい
から…どんなゲーム内容
にしようか。

令和２年７月１５日 初任者研修講座（中学校）Ⅲ

中学校美術 鑑賞 「和菓子アートカード」

ゲーム内容

和菓子アートカード
Ａ４判に４作品掲載。
切ると４枚のカードに。

・「和菓子アートカード」
・「和菓子アートカード」を用いたゲーム
をウェブサイトに掲載予定

教材・教具

中学校美術 鑑賞 「和菓子アートカード」
鑑賞に関する資質・能力を活用・発揮しながら，鑑賞の視点を豊かにし，自分

の中に新しい意味や価値をつくりだすための鑑賞活動のアイディア
ねらい

和菓子アートカードを使った様々なゲームを通して，和菓子に四季折々のイメー
ジがどのように取り入れられているかを考えたり，季節感を表した作品の調和の
とれた洗練された美しさを感じ取ったりする。

＜アイディア＞
中学校美術 鑑賞 「和菓子アートカード」 教材・教具

【導入で】

季節のイメージがど
のように和菓子に取
り入れられているか
考えることができるよ
うに，形や色を基にし
た鑑賞をしよう。

【発想や構想で】

アイデアスケッチでつまづいている
生徒に提示して，主題を見つけ出せ
るようにしよう。

【終末で】

和菓子の名前や解説を
記入する前に，イメージを
広げるため，和菓子アート
カードの作品に名前を付
けて解説してみよう。

＜授業の展開例＞

○正解がない課題を設定すると、今の自分の知っている知
識で、今の自分なりに考えることになり、良い意味で悩
む場面が出てきて、それが生徒の学習意欲につながると
思いました。楽しいのですが(自分の考えはこれでいいの
だろうか?)と緊張感もありました。

○「答えが一つでない問い」に対しては、生徒も一生懸命
考えるので、今後の授業で生かしていきたい。このあと
も、様々な考えをぶつけ合う学習を増やしていきたい。

○「様々な考えがある問い」は、「様々な既習事項を生か
せる問い」なのではないかと思った。エネルギーミック
スに関する問いは、様々な既習事項と関連付けることが
できるので、自分もこんな発問をしたいと思った。

中学校第２学年社会（地理的分野）「日本の資源・エネルギー」 生活場面

中学校第２学年社会（地理的分野）「日本の資源・エネルギー」 生活場面

令和２年８月７日 生徒が主体的に学ぶ中学校社会科の授業づくり

各国の発電量の内訳を表す資料をもとに，ホワイトボードを
用いて各国がそのような内訳になっている理由を話し合う。

中学校第２学年社会（地理的分野）「日本の資源・エネルギー」 生活場面

令和２年８月７日 生徒が主体的に学ぶ中学校社会科の授業づくり＜授業の展開例＞

①学習問題をつかむ

②資源・エネルギーについて学んだことを振り返る

③主な国の発電量の内訳を取り上げ，そのような内訳
になっている理由について，学級全体で練り合う

④２０５０年の日本の発電量のベスト・ミックスを考える
持続可能な社会の形成

２０５０年の日本の発電量のベストミックスは
どのようになればよいか。

中学校第２学年社会（地理的分野）「日本の資源・エネルギー」 生活場面

中学校地理的分野「(2)ア（ｳ）日本の資源・エネルギー」

日本の資源・エネルギー利用の現状，国内の産業の動向，環境やエネル
ギーに関する課題などの既習の資質・能力を活用・発揮しながら，将来の日
本の発電量のベストミックスを考える活動を通して，持続可能な社会の形成
について考え，表現するためのアイデア

中学校第２学年社会（地理的分野）「日本の資源・エネルギー」

＜アイディア＞

２０５０年の日本の発電量の
ベストミックスはどのように
なればよいか。

＜学習問題＞

生活場面
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Ⅳ ウェブサイトのイメージ

最終ゴールであるウェブサイトの現時点でのイメージです。トップページ（図19）は，

資質・能力を活用・発揮できる授業づくりに着目した背景，アイディアに盛り込んだ要素，

教科名，閲覧者との情報交換の窓口から構成されており，各アイディアは，要素からも，

各教科名からも検索できるようにしたいと考えています。

図19 ウェブサイトのトップページのイメージ
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例えば，トップページ

の「課題解決」という要

素をクリックすると，そ

の要素を盛り込んだアイ

ディアが教科別に一覧で

表示され（図20），「理科」

をクリックすると，アイ

ディアの概要及び特徴的

な教材・教具の写真が一

覧で表示される（図21）

ようにする予定です。

ただし，教科のページ

は共通の様式ではなく，

各教科の特質に応じて作

成します。

図21 「理科」という教科名から検索した場合のイメージ

図20 「課題解決」という要素から検索した場合のイメージ
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Ⅴ １年次の成果と課題

１年次の研究では，次のような成果と課題が見られました。

＜成果＞

○「学習活動例」「ＩＣＴ活用例」という要素を盛り込んだアイディアでは，どのアイ

ディアに対しても「授業に取り入れたい」という感想が得られた。

○「教材研究例」「教材・教具例」「手引き例」という要素を盛り込んだアイディアでは，

どのアイディアに対しても「授業を構想する上で役立つ」という感想が得られた。

＜課題＞

●中止となった研修講座が多く，受講者によるアイディアの体験が不十分であった。

●アイディアに汎用性があるのかを確認する必要がある。

●各教科の特質に応じた多様なアイディアの示し方に工夫が必要である。

これらの課題を踏まえ，アイディアを体験する機会を増やしたり，視点を変えて分析で

きるようアンケート調査を工夫したり，教科の枠を超えてアイディアを検討，改善したり

しながら，２年次は，本県教員と共に研究を推進していきたいと思います（図22）。

図22 課題に対する対応と２年次の研究

１年次の研究の成果と課題

◇研修講座の一部で改善及び追加したアイディアを体験
◇講座を受講した教員からアイディアを収集
◇アイディアを体験した教員の声を分析し，反映させた上でアイディアを完成
◇アイディアを授業で実践した教員から聞き取り調査

＜２年次＞本県教員と共に

◇公開用ウェブサイトの作成
・講座を受講した教員の様子や感想付き （教育機関の特色を生かす）
・アイディアに盛り込んだ要素や教科名から検索可能 （ウェブ公開のよさ）
・教員のアイディアや児童生徒の感想などを掲載 （本県教員と共に）
・閲覧者による意見の発信や新たなアイディアの提案が可能 （双方向性のよさ）

課題

・中止となった研修講座が多く，アイディアの体験が不十分であった。
アイディアを体験する機会の設定

・アイディアに汎用性があるのか確認する必要がある。
アンケート調査の工夫 ＋ 教科の枠を超えたアイディアの検討，改善

・各教科の特質に応じた多様なアイディアの示し方に工夫が必要である。
教科の枠を超えたアイディアの検討，改善
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Ⅰ 研究の概要

１ 研究の背景

文部科学省が平成24年12月５日に公表した「通常の学級に在籍する発達障害の可能性の

ある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」では，学習面又は行動面で著

しい困難を示すとされた児童生徒の割合が推定値で6.5％となっており，これに該当する児

童生徒以外にも，通常の学級には教育的支援を必要とする児童生徒がいる可能性が指摘さ

れています。

文部科学省の調査（令和元年）によると，特別支援学級に在籍している小・中学生が

2.9％（約27万８千人）で，平成21年と比べると2.1倍，通級による指導を受けている小・

中学生が1.4％（約13万３千人）で，2.5倍となっています。特別支援学校に在籍している

児童生徒を合わせると5.0％（約48万６千人）が特別支援教育の対象者となっており，増加

傾向にあることが分かります。また，同調査によると低学年では学習面や行動面の問題が

顕在化しやすいが，高学年になるにつれて様々な問題が見えにくくなる可能性が指摘され

ており，早期発見のための児童生徒理解（気付き）が重要になると考えられます。

さらに，新学習指導要領解説においては，通常の学級においても，発達障害を含む障害

のある児童生徒が在籍している可能性があることを前提に，全ての教科等において一人一

人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導や支援ができるよう，障害種別の指導の工夫の

みならず各教科等の学びの過程において考えられる困難さに対する指導の工夫の意図，手

立てを明確にすることが重要であると示されています。

２ 研究のねらい

通常の学級において，学びにくさを抱えた児童生徒の理解を深め，学びにくさに配慮し

た指導ができるよう，教職員の児童生徒理解力と指導力の向上を図ります。

３ 研究の内容

(1) １年次（令和２年度）の取組

①学びにくさを抱えた児童生徒に関する調査及び分析

1)当センター研修講座受講者［初任者研修，実践的指導力習得研修（教職２年目），教

職５年目研修，実践的指導力向上研修（教職８年目），中堅教諭等資質向上研修］を

対象にアンケート調査を実施しました。

2)調査項目については以下のとおりです。

・学びにくさを抱えた児童生徒がいるか。また，どのような学びにくさか

・学びにくさを抱えた児童生徒について理解した上で，指導や支援ができているか
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・学習指導で困った経験

・有効だった指導や支援

・学びにくさを抱えた児童生徒の理解や指導方法について知りたいこと

3)アンケート調査の結果を分析し，現状を把握しました。

②研修講座への協力と次年度講座（初任者研修講座等）に向けた資料の作成

・アンケート調査分析を踏まえた特別支援教育の視点からの学びにくさを抱えた児童生

徒の理解と具体的対応について，次年度講座に向けた研修講座資料（試作版）を作成

しました。

③１年次の成果の発信

・当センター支援班のウェブサイトで１年次の成果を公開しました。

(2) ２年次（令和３年度）の取組

①研修講座資料の作成と活用

・１年次に作成した研修講座資料（試作版）の活用を図ります。

②学びにくさを抱えた児童生徒の理解と指導方法のまとめ

・実践事例を基にした指導方法について各校で参考としながら活用できるよう冊子とし

てまとめます。

③成果の発信

・２年間の研究成果について，秋田県教育研究発表会において発表し，当センター支援

班のウェブサイトで公開します。
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Ⅱ 研究の実際

１ 学びにくさを抱えた児童生徒への指導，支援に関する現状

当センターが実施した「学びにくさを抱えた児童

生徒の理解と学習上の配慮に関するアンケート」（以

下，アンケート）における設問「学級や受け持った

授業で，学びにくさを抱えた児童生徒はいますか。」

（表１）について，全体の95％の教員が「いる」と

回答しています。多くの教員が，学びにくさを抱え

ていると思われる児童生徒に学習指導を行う機会が

あることがうかがえます。

校種別に見ると，小学校が最も多く98％，中学校

で96％，高等学校で89％と続いていました。また，

秋田県教員育成指標で示すキャリアステージ（以下，

キャリアステージ）ごとに集計したところ，ステー

ジが進むと徐々に「いる」の割合が減少しているこ

とが分かりました。

アンケートの設問「学びにくさを抱えた児童生徒について理解し，指導や支援ができて

いますか。」の結果より，回答した教員の33％が「できている」と回答しており，「あまり

できていない」「できていない」と回答した教員が65％でした（図１）。

アンケートの設問

「学びにくさを抱え

た児童生徒について

理解し，指導や支援

ができていますか。」

について，校種別，

キャリアステージ別，

年代別に集計しまし

た。

校種別では，高等学校では

小・中学校よりも「できてい

る」の割合が多いものの，大

きな違いは見られませんでし

た（図１－１）。

キャリアステージ別に集計したところ，ステージが進むにつれ「できている」の割合が

増加していることが分かりました（図１－２）。

図１ 学びにくさを抱えた児童生徒への指導や支援の状況（全体）

図１－１ 学びにくさを抱えた児童生徒への指導や支援の状況（校種）

表１「学びにくさを抱えた児童生徒の理解と

学習上の配慮に関するアンケート」より

いる いない 無回答

全体 95% 3% 2%

校
種

小学校 98% 1% 1%

中学校 96% 2% 2%

高等学校 89% 10% 1%

キ
ャ
リ
ア
ス
テ
ー
ジ

第１ステージ 96% 3% 1%

第２ステージ 94% 3% 3%

第３ステージ 92% 5% 3%

年
代

２０代 97% 2% 1%

３０代 93% 5% 2%

４０代 93% 3% 4%

５０代 100% 0% 0%

設問：学級や受け持った授業で，学びにくさを
   抱えた児童生徒はいますか。（n=450）

設問：学びにくさを抱えた児童生徒について理解し，指導や支援ができていますか。
（n=422）

 十分できている  できている  あまりできていない  できていない  その他

 十分できている  できている  あまりできていない  できていない  その他
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同様に年代別に集計した結

果でも年代とともに「できて

いる」の割合が増加していま

した（図１－３）。

これらのことから，経験を

重ねることで指導や支援にお

ける手立てが身に付き，指導

力の向上が図られていること

がうかがえます。

２ 学びにくさを抱えた児童生徒の状況

アンケートにおいて，どのような学びにくさを抱えていると感じているか質問したとこ

ろ，以下のようになりました（表２）。

アンケートでは，児童生徒が「文章を書くこと」に対して学びにくさを抱えていると感

じている教員が68％と，最も多くなっています。

各キャリアステージにおいても，「文章を書くこと」に対する学びにくさを抱えていると

感じている教員が最も多くなっていました。

校種別では小学校と中学校で「文章を書くこと」に対する学びにくさを抱えていると感

じている教員が最も多く，７割を超えています。

そこで，本研究では「文章を書くこと」に着目し，児童生徒が学習上で困っている状況

を把握するため，学習指導で困った経験について，アンケートの回答（記述）を分析しま

した。

図１－２ 学びにくさを抱えた児童生徒への指導や支援の状況

（キャリアステージ）

図１－３ 学びにくさを抱えた児童生徒への指導や支援の状況（年代）

表２ 児童生徒が抱えている学びにくさについて

 十分できている  できている  あまりできていない  できていない  その他

 十分できている  できている  あまりできていない  できていない  その他

話を聞くこと 文章を読むこと 文章を書くこと 算数（計算や図
形等）が苦手

思いを伝えたり
話したりする

自分の考えをま
とめる

全体 58% 45% 68% 43% 51% 42%

校
種

小学校 68% 54% 76% 48% 54% 42%

中学校 52% 44% 75% 47% 52% 49%

高等学校 51% 32% 50% 33% 50% 35%

キ
ャ
リ
ア
ス
テ
ー
ジ

第１ステージ 62% 47% 71% 44% 51% 40%

第２ステージ 58% 46% 71% 45% 56% 50%

第３ステージ 54% 41% 59% 43% 50% 36%

年
代

２０代 60% 48% 70% 45% 52% 41%

３０代 58% 40% 69% 43% 49% 39%

４０代 61% 51% 70% 45% 58% 52%

５０代 50% 67% 67% 17% 83% 33%

設問：どのような学びにくさを抱えていると感じましたか。（n=435） 複数回答
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頻出単語（動詞）に着目すると，「書く」「書ける」

等，「書くこと」に関する語が多いことが分かりま

した（表３）。「書くこと」に関する記述内容は，作

文や考えを書くこと，文字の形に関すること，書く

速度に関すること，文の構成に関すること，文章の

書き方に関することなど，多岐にわたる記述が確認

できました。そこで，児童生徒が困っている状況に

関する記述と教員が学習指導において困っている記

述内容を細かく分析したところ，児童生徒のつまず

きの状況が以下のようになりました（表４）。

全体では「考えをまとめて書くことが苦手」「振

り返り等が書けない」など，作文に関するつまずき

が最も多いことが分かりました。教員が学習指導の

際に困ったこととしても，「作文指導に困った」な

ど，「文章を書くこと」に対する悩みが多く見られ

ることから，更に内容を整理してみました。

３ 学びにくさを抱えた児童生徒への学習指導において教員が困っていること

アンケートの記述を分析（表５）すると，作文指導と具体的な支援方法が分からずに困

っている教員の割合が多いことが分かりました。他には，個別の支援と全体指導のバラン

スや，どの程度支援したらよいかの判断で迷うなどの記述が見られました。

表３ 学習指導で困った経験の分析

順 動詞 （回）  順 動詞 （回） 

1 書く 62 10 抱える 16

2 困る 43 13 読む 15

3 分かる 39 13 話す 15

4 通る 31 15 進む 14

5 出す 26 15 進める 14

6 書ける 23 17 感じる 13

7 学ぶ 21 17 伝わる 13

7 掛かる 21 19 合わせる 12

9 聞く 19 19 散る 12

10 見る 16 19 遅れる 12

10 思う 16 19 聞ける 12

設問：学習指導で困った経験
   「頻出単語（動詞）上位」

表４ 学習指導で困った児童生徒の状況（記述）の分析

表５ 学習指導で困った経験（記述）の分析

  文字 表記 文法 作文 運動性 その他

全体 28% 1% 6% 35% 22% 7%

小学校 21% 3% 9% 32% 26% 9%

中学校 35% 0% 4% 43% 13% 4%

高等学校 36% 0% 0% 27% 27% 9%

文字  文字（ ひらがな，カタカナ，漢
 字，英語）を書く際のつまずき

表記  表記（ルールの 理解，特殊音節，
 正しい句読点等）のつまずき

文法
 文の構成・文法（助詞の使い方， 
 接続詞の使い方，前後関係の理
 解等）のつまずき

作文  作文（内容の構成，筋道の立て
 方等）の際のつまずき

運動性
 運動性（筆記 技能，鉛筆の握り
 方，手先の不器用さ，書く速さ， 
 姿勢の保持 等）のつまずき

学習指導で困った経験（記述）より 「書くこと」に関する児童生徒のつまずき

  手が回らない 作文指導 テスト等の対応 具体的支援方法 全体と個別支援 支援の程度

全体 7% 29% 7% 29% 21% 7%

小学校 15% 15% 8% 23% 31% 8%

中学校 0% 38% 8% 38% 15% 0%
高等学校 0% 50% 0% 0% 0% 50%

学習指導で困った経験（記述）より 「書くこと」に関する教員が指導上困った内容
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４ 有効であった指導や支援

アンケート調査では，有効だった指導や支援について450人中184人から回答を得ました。

主な内容は，児童生徒に個別指導を行う際に行っていること，個別に支援を行うために複

数人で対応をしているなど，校内の支援体制に関する記述がありました。

学習面に関する記述の主な内容は以下のとおりです。ＩＣＴに関する記述は２文あり，

情報を可視化するためにＩＣＴを活用していました。

５ 学びにくさを抱えた児童生徒の理解や指導方法について知りたいこと

アンケート調査では，学びにくさを抱えた児童生徒の理解や指導方法で知りたいことに

ついて450人中378人から568文の記述がありました。そのうち学習面に関する記述が118文

あり，その記述内容の割合は表６のとおりでした。学習面の中でも「文章を書くこと」に

ついて理解や指導方法を知りたいと感じていることが分かりました。

・学習の進め方やノートのとり方等をできるだけ同じパターンにして，混乱しないようにした。

・板書と生徒のノートをリンクさせる。

・例としていくつか見せて，作文を書かせる。

・書くことに困難さを示す児童のために，板書の字数とノートの字数を一致させた。

・手元に自分のノートと同じ紙を用意して，見ながら書き進められるようにする。

・ノート等，全てを書けなくても良しとして，（途中まででもできたことを認めて）褒める。

・文字を書くことが苦手だったが，罫線を付けたことで書けるようになり，書くことへの抵抗

も減った。

・視写は個人差もあるが，書けるところだけ書いて，シートを貼って対応したり，読み上げた

りした。

・漢字練習は，うすく下に字を書き，なぞらせる。

・書く量を減らす。

・小さなホワイトボードにノートに書くことや指示を書いて，そっと渡す。

・板書やＩＣＴを活用した情報の可視化 （原文のまま引用）

表６ 学びにくさを抱えた児童生徒の理解や指導方法で知りたいこと（記述）の分析

話を聞くこと 文章を読むこと 文章を書くこと 算数（計算や図
形等）

思いを伝えたり
話したりする

自分の考えをま
とめる

全体 9% 12% 39% 11% 8% 20%

校
種

小学校 9% 17% 40% 7% 10% 17%

中学校 10% 5% 38% 15% 5% 26%

高等学校 11% 0% 33% 22% 11% 22%

キ
ャ
リ
ア
ス
テ
ー
ジ

第１ステージ 10% 13% 45% 10% 5% 17%

第２ステージ 3% 10% 23% 17% 13% 33%

第３ステージ 33% 0% 33% 0% 33% 0%

設問：学びにくさを抱えた児童生徒の理解や指導方法で知りたいこと（学習面に関する記述） 自由記述
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Ⅲ 研修講座資料について

１ 研修講座での活用に向けて

アンケート調査の結果と分析を基に，最も多くの児童生徒が学びにくさを抱えており，

また，最も多くの教員が学習指導の際に困ったり悩んだりしている「書くこと」に関する

指導方法や支援の手立てについて研修講座資料としてまとめました。

作成した研修講座資料を用いて指導方法を整理することで，教職員の児童生徒理解と指

導力の向上に寄与できると考えました。

研修講座資料は，「書くこと」に関する指導方法を紹介するだけでなく，どのような場面

でどのような手立てを講じると効果的であるのかなど，具体的な場面を設定して紹介する

ことが有効であると考え，試作版として作成しました。

次年度以降は，当センターでの初任者研修講座等の研修講座において活用することで，

活用のしやすさや有効性，具体的指導場面や指導方法のニーズ等について検証を行い修正

を加え，更に有効性の高い研修講座資料としての質を高めていきたいと考えています。

また，本研修講座資料を基にした県内小・中学校での活用について事例を挙げながら，

より具体的な指導について紹介するとともに，学びにくさを抱えた多くの児童生徒の指導

の手掛かりとして幅広く活用できる研修講座資料の作成を目指していきたいと考えていま

す。

２ 研修講座資料

以下，資料参照。
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秋田県総合教育センター

学びにくさを抱える児童生徒の現状

聞く 読む 書く 計算する
思いを
伝える

考えを
まとめる

全体 ５８％ ４５％ ６８％ ４３％ ５１％ ４２％

小学校 ６８％ ５４％ ７６％ ４８％ ５４％ ４２％

中学校 ５２％ ４４％ ７５％ ４７％ ５２％ ４９％

高等学校 ５１％ ３２％ ５０％ ３３％ ５０％ ３５％

「学びにくさを抱える児童生徒に関する調査」（2020．当センター）

Ｑ どのような学びにくさを抱えていると感じましたか（複数回答可）   ｎ＝435

学びにくさを抱えた児童生徒の理解と学習上の配慮
ー特別支援教育の視点を生かしてー
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・目と手の協応が難しい

・力の加減が難しい

・文字の形を正確に捉えること
 が難しい

・黒板とノートを交互に見るな
 ど眼球運動がうまくいかない

・書いてあることを一時的に記
 憶する力が弱い

・周囲に気を取られ，書くこと
 に集中できない

学びにくさを抱えた児童生徒の理解と学習上の配慮
ー特別支援教育の視点を生かしてー

なぜ，うまく書けないのか？

読み書きが困難な子ども
たちでも，努力をすれば
徐々にできることは増え
る。

しかし，努力しても通常
習得できる量には届かず，
その差は埋まらないとさ
れる。

読み書きができるように
なってから，教科の学習
に入ろうとしても難しい。
そのため勉強に遅れが出
てしまう。「東京学芸大附属小金井小学校ICT×インクルーシブ教育セミナー レポート②」(2019)より

学びにくさを抱えた児童生徒の理解と学習上の配慮
ー特別支援教育の視点を生かしてー

なぜ，うまく書けないのか？
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頑張ったのに「できなかった」「認められなかった」
経験の積み重ね

板書を写さない
ノート，課題を出さない
テストを書かない…

「どうせ書けない」
「頑張ってもできない」

年齢が上がるほど，その傾向は大きくなる

なぜ，うまく書けないのか？

学びにくさを抱えた児童生徒の理解と学習上の配慮
ー特別支援教育の視点を生かしてー

 平成25年度文部科学省委託「情報教育指導力向上支援事業」において，
「発達障害のある子供たちのためのICT活用ハンドブック」が作成されて
います。指導場面毎に「通常の学級編」「通級指導教室編」「特別支援学
級編」があり，学習に困難を抱える子供たちのために，どのようにICTの
活用を進めていけばよいのかについて，実践例が紹介されています。

「通常の学級編」におけるアンケート調査の結果です。発達障害や学びにくさを抱えた児童生
徒がいる学級で，すべての児童生徒に対してタブレットPCを活用した授業を行った結果，小学
校，高等学校ともICTを活用した授業の方が評価が高い傾向があることが分かります。

I C T の 活 用

学びにくさを抱えた児童生徒の理解と学習上の配慮
ー特別支援教育の視点を生かしてー
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実 態

背 景

ヒ ン ト

・漢字の画数が多かったり少なかったりする
・似た漢字と混同する
・文字の大きさを整えたり，書く場所に合わせて書くことが難しい
・「とめ」「はね」「はらい」の区別が難しい

・不注意からの書き忘れ
・大まかな形（マーク）として文字をとらえている
・大まかな形としては認識していても，細かな部分まで気を配れない
・極端な不器用さ

・大きな枠の中に正しく書く経験から正しい漢字を学ぶ
・まずは，なぞり書きをして，正しい漢字を理解する
・パーツの組み合わせによって漢字を完成させる学習を行う
・細かな部分にとらわれない評価をする
 ～筆順にはこだわらず，その漢字の形を覚える
 ～「とめ」や「はね」などについては，次の段階の目標にする

学びにくさ 漢字を書くこと

学びにくさを抱えた児童生徒の理解と学習上の配慮
ー特別支援教育の視点を生かしてー

実

態

ヒ

ン

ト

パーツの組合せを利用して書く マスを４つのブロックに分ける

話
言 舌
ご
ん
べ
ん 教
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「デジタル教科書」（教育出版）
 筆順アニメーションによって，読み方と
使い方，部首の確認ができる

「小学生かんじ：ゆびドリル」（NEXTBOOK, Inc.）
 1年生から6年生までの漢字を学べるアプリ。書き
順や画数，読み仮名等が学べる。間違えたときには，
アプリが指摘してくれる

ＩＣＴ活用による支援

ＩＣＴ活用による支援

文部科学省「電子黒板を活用した授業実践に関する調査研究」授業がもっとよくなる電子黒板活用

日本マイクロソフト

＞アクセシビリティ

＞学習に困難のある子ども

 のＩＣＴ活用情報

＞学習に役立つツールと活

 用例

＞Power Pointを使った漢

 字学習「書き順スライド」
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実 態

背 景

・書いているうちに，どこを写しているのか分からなくなる

・時間内に課題を終えたり，板書を写したりすることができない

・形を整えて書くことが難しい

・黒板が見えづらい

・不注意のため，今どこを書いているのかが分からなくなる

・黒板に書かれた内容を記憶しておくことが難しいため，何度も確認

 しながら書くので時間がかかる

・時間配分の見通しが立ちにくく，作業が遅れがちになる

・書き終えられない経験を重ねていく中で，意欲が低下し，取りかか

 りが難しくなっている

学びにくさ 文章を書く，板書を写すこと

学びにくさを抱えた児童生徒の理解と学習上の配慮
ー特別支援教育の視点を生かしてー

「授業時間内に書き終えられる」
「あとから見返したとき，
     書いた内容が分かる」

ことを目指しましょう

ヒ ン ト

・座席を配慮する，黒板周りの情報を精選する

・黒板と手元のノートの字数や行数をそろえておくことで，確認しやすくする

・行の一番上に番号を付けておき，確認できるようにする

・書き取る内容をメモにして渡し，手元のメモを見ながら書けるようにする

・書く時間を確保する

・ひらがなでの記入を認める

・書きとる内容の量を調節することで，やり終える体験を支える

・使いやすい文房具等を工夫する
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ノートの使い方のルールを決める

 縦，横に
 区切って使う

必ずノートに書く内容を明確にする

・日付とねらいは必ず記入させる
・重要語句や覚える内容を明確に
 示す
・書く時間を十分に確保する

プリントやワークシート等を
       ノートにはらせる

月森久江（2006）『教室でできる特別支援教育のアイディア中学校編』図書文化社

見開きで使う

ヒ ン ト ～ ノ ー ト の 工 夫

ヒ

ン

ト

  手 本 を 示 す
  ・マス空けや言葉のまとまりを色で分ける

  ・行に番号を付ける

  ・書きとる量を調整する

（光村教育図書）
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「電動消しゴム」
・うまく紙を押さえられない
・消す力加減のコントロール
 が難しい

・目盛りがうまく読めない

「太芯シャープペン」
・筆圧が極端に強い，
 弱い

ヒ ン ト ～ 学 び に く さ に 応 じ た 文 房 具 の 工 夫

  「ノート」
 ・白い用紙をまぶしく感じる
 ・書いているうちに行が分からなくなる
 ・罫が広い方が書きやすい
 ・筆圧が弱くても書きやすい，見やすい

「定規」
・押さえる力が弱い・「0」を合わせられない

淡い色の網掛けや２種類の罫線によって行の識別がしやすいノート

左端が「０」目盛りで合わせやすい　　　　　　　　　　 押さえやすく滑らない　　　　　　　　　　　　
白黒反転で目盛りが見やすい　　　　　　　　　　　　

力を入れても芯が折れにくい　　　　　　　　　　　　 力を入れなくても正確に修正できる　　　　　　　　　　　　

文部科学省「電子黒板を活用した授業実践に関する調査研究」授業がもっとよくなる電子黒板活用 より

電子黒板の活用

ＩＣＴ活用による支援
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「Office Lens」（Microsoft）
 紙の文書やホワイト ボードに書かれた文
章をスマートフォンやタブレットで撮影し
PDF や Word にしたり，OneNote などに
保存したりすることが簡単に行える

「OneNote」（Microsoft）
 デジタル ノート アプリ。図を貼ったり手
書きで書いたりキーボードで入力したり，得
意な方法で見返しがしやすいノート

ＩＣＴ活用による支援

板書を撮影
 

ノートとして保存

ＩＣＴ活用による支援

「Power Point」（Microsoft）によるノートのテンプレート例(社会科）。入力することで
書く負担の軽減ができる。枠があることで見通しをもってまとめることができ，見返したと
きも分かりやすい。

タブレット端末の手書き入力機能。手書

きの文字を正しく変換したり，読み方を

調べたりすることができる。入力したも

のを文書ファイルに取り込むことでノー

トやレポートの作成も可能。

       Windows（Microsoft）
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実 態

背 景

・書き始めるまでに時間がかかる

・文章にまとまりがない

・文章の決まりが分からない

・何について書けばよいのか分からない（出来事を思い出せない）

・出来事を時系列に並べられない

・文章にまとまりがない（出来事と感想等のまとまり）

・語彙が少なく，自分の考えや気持ちを言葉で表すことや整理すること

 が難しい

・考えていることに書く速さが追い付かず，書こうとしていたことが分

 からなくなる

・文章の決まり（主語と述語が対応していない，５Ｗ１Ｈで整理されて

 いない，助詞の使い方等）が分からない

学びにくさ 作文を書くこと

学びにくさを抱えた児童生徒の理解と学習上の配慮
ー特別支援教育の視点を生かしてー

「教師からのヒントを手掛かりに
 して，文章を書く」

ことを目指しましょう

・写真やキーワード等を提示して書きたい出来事を想起させる

・書く内容についての質問に答えさせることで，書く内容をイメージ化する

・文章構成のキーワードを明確にした短く理解しやすいモデル文を提示する

・「だれが」「なにをした」を基本に，「いつ」「どこで」を加えていく

・いくつかのキーワードや接続する言葉「最初に」「次に」「それから」「最後

 に」を使って簡単な文の組み立てを考えさせる

・選択肢やテンプレートを使用する

ヒ ン ト
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月森久江（2006）『教室でできる特別支援教育のアイディア中学校編』図書文化社

ワーク１：質問への回答から書
く内容を引き出す

ワーク２：１の回答の文に順番
を付け，全体の流れを構成する

書
く
内
容
を
考
え
る
と
き

書く順番が分からない生徒には穴
埋め用のシートに下書きさせる

接続詞や形容詞の例を示すことで
文章構成の手掛かりを与える

全
体
の
構
成
と
内
容
を
膨
ら

ま
せ
る
と
き

指導のポイント～作文支援のワークシート（例）

ＩＣＴ活用による支援

「ロイロノート スクール」（LoiLo.Inc.）
 文字や写真などを使ってスライドを作成
し，つなげたり並び替えたりするアプリ

・カメラアプリを使って授業の様子などを撮影しておく

・画像を場面ごとに振り返りながら，その時の様子や気持ち

 などを思い出すことができるような質問をする

・教師とのやりとりの中で出てきたキーワードを書きとめ，

 付箋に記入してノートに張る

・出来事を時系列に並べながら，助詞の使い方などに注意を

 して作文をしていく

自分の体験を文字や写真のカードにして並
べることで，活動を思い出しながら順序立
てて整理することが容易になり，文章化に
つながる

カードをつなぐ

遠足

友だち

すべり台

こうえん

お弁当

○○くん･･･
･･･
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（参考）作文の４つのつまずきに対応する支援方法

①作文に書くための出来事を思い出すのが難しい

②出来事を時系列に並べることが難しい

③何についてどのくらい書けばよいのか分からない

④主語と述語の対応や助詞の使い方がうまくできない

４つのつまずき

①写真や動画，パンフレットやしおりなど，思い出すための手掛かりを手元に置いて

 おく

②時系列に沿って出来事を分けられるワークシートを準備する（図１）

③出来事をブロック分けして書く配分を決める（図２）

④空欄を埋めるような形式の下書き用のワークシートを準備する（図３）

対応する支援方法

澳塩渚(2020) NPO法人いろ葉 発達クラスタfes.2020 ONLINE-3「夏の作文攻略大作戦」
澳塩渚(2020・2021) 『実践障害児教育2020年12月号・2021年1月号』 Gakken

図１ 出来事を時系列で整理するワークシート
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図２ 出来事をブロック分けして書く配分を決める

図３ 空欄を埋めることで正しい文法で組み立てられる
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Ⅳ まとめ

１ １年次の成果

１年次である今年度は，学びにくさを抱えた児童生徒に関する調査及び分析に努めまし

た。その結果，様々な学びにくさの中で文章を書くことに対する学びにくさを抱えた児童

生徒が最も多く，学習指導で困っている教員が多くいることも分かりました。

さらに，現状を調査分析することで，県内の現状に即した研修講座資料を作成すること

ができました。

なお，研修講座資料を活用する際，児童生徒の実態は一人一人異なることから，児童生

徒個々の実態に応じた手立てを講じることが大切です。

２ ２年次に向けて

作成した研修講座資料が有効であるかどうか，実際に児童生徒に対して指導や支援を行

うことではじめて検証につながると考えます。

２年次はどのような児童生徒にどのような手立てを講じ，どのような変容が見られたの

かなど，今回作成した研修講座資料を基にした取組をまとめ，発信したいと思います。
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