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学習指導要領には、小・中・高等学校同様に、特別支援学校においても言語活動の充実

が求められている。このことから、言葉だけでなく、身振りやしぐさなど知的障害のある

児童生徒の意思表示の全てを言語としてとらえ、それらをやりとりの力として確かなもの

にすることが課題といえる。 

 

 

  研究対象 特別支援学校小学部(高学年クラス)  

１ 目的 

やりとりの力を高めるために、個別の指導計画を生かした学習指導案を作成し、付け

たい力やそのための指導の手立てを明確にした授業のあり方を探る。 

２ 方法 

 ・研究協力校の教師対象に「児童生徒のやりとりと授業づくりに関する意識調査」を行う   

・授業参観等で、児童のやりとりの力について実態把握を行う。 

・やりとりの力に視点を置いた学習指導案のもと、実証授業を行う。 

・やりとりの経験を増やすために、少人数でのグループ活動を設定する。 

・授業の中での働きかけは、「五つの有効な働きかけの要素」を活用する。 

 

 

１ 個別の指導計画を中心に置いた授業づくり 

 ・個別の指導計画を意識した課題と指導の手立てを設定する。 

 ・実践を通して児童の様子と有効な手立てを整理し、次の単元へつなげる。 

２ 授業の仕掛け 

①「グループ活動」の設定 

 ・教師が児童をグループに引き込み、児童と児童をつなぎ、児童のやりとりの経験を増

やす。 

 ・教師と児童の距離を縮め、児童の様子の変化を教師が丁寧にとらえる。 

 ・思いを伝えることの喜びを児童が実感する。 

②「五つの有効な働きかけの要素」の活用 

 ・「肯定的な言葉かけ」を土台にして働きかけを行い、自信・意欲・安心感を与える。 

 

 

・小学部の学習において、グループ活動を中心とした構成を行い、「五つの有効な働きかけ 

の要素」を活用することで児童のやりとりの力を確かなものにできた。 

・個別の指導計画を意識して、児童の課題に合った指導の手立てを設定した学習指導案を作 

成することで、児童のやりとりを引き出すことができた。 

研究の目的と方法  やりとりの力を確かにするために授業のあり方を探る 

平成26年度(2014年度) 特別支援教育に関する研究Ⅲ 

特別支援学校における児童生徒のやりとりの力を 
確かにする授業のあり方 

－個別の指導計画と単元がつながる授業づくりの工夫－ 

研究員 福 田 大 輔   

研究の背景  知的障害のある児童生徒のやりとりの力における課題から考える 

研究の概要  授業づくりのＰＤＣＡサイクルを構築する 

概要版 

成  果  個別の指導計画を中心にした授業を行うことで、やりとりの力が確かになる 

。 
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相手を意識して伝える力 相手を意識して聞く力 

 確かなやりとりの力 

平成 26年度(2014年度) 特別支援教育に関する研究Ⅲ 研究構造図 

 授業実践 

 やりとりの力を確かにする授業の仕掛け 

 ○やりとりの経験を増やす 

○教師との距離を近くする 

○「伝わる」実感をさせる 

少人数での 
やりとり 

伝えようと
する意識 

変化を丁寧 
にとらえる 

 「グループ活動」 
の設定 

 ○自信を与える 

○意欲を与える 

○安心感を与える 

肯定的な
言葉かけ 

手段を 
広げる 活動内容の

工夫 

役割の 
明確化 

児童同士を
つなぐ 

 
「五つの有効な 
働きかけの要素」 

の活用 
  

  

CHECK ACTION 

PLAN DO 

 
単元構想 

学習内容 

 個別の指導計画を中心に置いたＰＤＣＡサイクル 

サイクル 

 
個別の指導計画の 

課題 手立て の確認・修正 
 単元を通しての 

有効な手立てと課題の整理 

 

授業実践 

学習指導案 

指導略案 

 個別の指導計画 

「言語活動の充実」のための言語環境の整備と言語能力の育成 

 実態と背景 

 

作成時期 単元構想      単元途中            単元終了 

個別の指導計画への意識は、 

単元が進むに従って低下している。 

平成26年６月実施 意識調査より 

◎学習指導要領 
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なにがかくれているのかな？ 

～さあ、みんなでかんがえよう!！～ 

 

 

 
何が 

出るだろう？ 

 何だと思う？ 

 ヤッター  
当たった 

当たった― 

答えの発表!! 

 

「相手を意識して伝えること」「相手を意識して聞くこと」を 
ねらいにした学習設定         (紀要 5ページ参照) 

やりとりを経験し、伝わる実感を得ることができる 
グループ活動         (紀要８ページ参照) 

 せんぷうきかな・・・ 
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特別支援教育に関する研究Ⅲ 

 

特別支援学校における児童生徒のやりとりの力を 

確かにする授業のあり方 
－個別の指導計画と単元がつながる授業づくりの工夫－ 

 

Ⅰ 主 題 設 定 の 理 由 

 

学習指導要領では、「生きる力」を育むという理念のもと、基礎的・基本的な「知識」「技能」の習得

とともに「思考力」「判断力」「表現力」などの育成が重視されている。また、それらの力を育む観点か

ら、基礎的・基本的な知識技能の活用を図る学習活動を重視するとともに、言語環境を整えることや言

語能力の育成を図る上で必要な言語活動の充実が、小学校・中学校・高等学校と同様に特別支援学校に

おいても求められている。 

平成25年10月に文部科学省より出された「教育支援資料」には、知的障害のある児童生徒の言語面の

特性として「言語表出能力よりも言語理解能力の方が優っており、知的障害の程度が重度であればある

ほど言語としての表出は困難」ということがあげられている。学習面の特性としては「習得した知識や

技能が偏ったり、断片的になりやすいことがある。そのため習得した知識や技能が実際の生活に応用さ

れにくい傾向があり、また、抽象的な内容より、実際的・具体的な内容が習得されやすい傾向がある」

ということがあげられている。また、このことから、教育対応の基本として「生活の課題に沿った多様

な生活経験を通して、日々の生活の質が高まるよう指導する」「できる限り子供の成功経験を豊富にする

とともに、自発的・自主的な活動を大切にし、主体的活動を促すよう指導する」と示されている。 

このような児童生徒の実態から、言葉だけでなく、身振りやしぐさ、表情の変化、サインやカードな

ど児童生徒からの意思表示の全てを言語としてとらえ、主体的活動を取り入れた学習展開の中で、児童

一人ひとりの課題と指導の手立てを明確にして、やりとりの力を確かなものにしていくことが必要と考

える。 

やりとりの力を含んだ児童生徒の一人ひとりの課題と指導の手立てに生かすために、個別の指導計画

を作成している。しかし、作成後の活用については、「計画の作成自体が目的化され、それを実践に生か

すところまでは至っていない」という問題点が指摘されている。このことから個別の指導計画を十分に

活用し、付けたい力とそのための指導の手立てを明確にした学習指導案に基づいて授業を行うことによ

り、児童生徒に付けたい力が確かなものになると考える。 

そこで本研究では、個別の指導計画を生かした単元構想のもと、児童生徒のやりとりの力を付ける授

業を行うことが、知的障害のある児童生徒の言語活動の充実につながると考え、本主題を設定した。 

 

Ⅱ 研 究 の 目 標 

 

特別支援学校の学習指導において、個別の指導計画を生かした学習指導案を作成し、付けたい力やそ

のための指導の手立てを明確にした授業改善を行うことで、やりとりの力を高める。 

 

Ⅲ  研 究 の 仮 説 

 

単元構想において、個別の指導計画の内容を生かした学習指導案を作成して指導を行えば、児童生徒

の「相手を意識して伝える力・聞く力」が高まり、やりとりの力を確かにすることができるであろう。 

 

授業づくり

に際に、個別

の指導計画

の活用状況

は、低いとい

うことを理

由に盛り込

んでいく。 
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Ⅳ 研究についての基本的な考え方 

 

１ 特別支援学校の児童生徒の言語活動の充実 

  知的障害のある児童生徒のやりとりの手段は、言葉だけでなく、身振りやしぐさ、表情の変化、サ

インやカードを使ったものなど様々である。国立特別支援教育総合研究所による「知的障害のある児

童生徒の『キャリアプランニング・マトリックス(試案)』」i)では、小学部の「キャリア発達の段階」

を「職業及び生活にかかわる基礎的な能力獲得の時期」としている。そして、「小学部段階において

育てたい力」として、「集団参加」の観点では「大人や友達とのやりとりと集団活動への参加」を、「意

思表示」では「日常生活に必要な意思の表現」を示している。このことから小学部の段階から基礎的

なやりとりの力を身に付けていくことが大切だと考える。 

 

２ 個別の指導計画を中心に置いた授業づくりのＰＤＣＡサイクル 

授業づくりにおいては、活動ごとに児童の実態に応じた課題と指導の手立てを設定することが大切

であり、どのような教科の学習であっても、それらは個別の指導計画で確認をした課題と指導の手立

てとつながりのあるものでなければならない。また、実際の指導においては、担任間で課題と指導の

手立てについて共通理解をしておかなければならない。これらのことから児童の全体像を表している

個別の指導計画を意識できるように工夫する必要がある。 

そこで、本研究では、授業づくりの観点として、ねらいを「やりとり」に焦点化するために、個別

の指導計画の「言語・コミュニケーション」に領域をしぼり、それを生かした授業の立案を行う。ま

た、授業の様子を通して、「個別の指導計画の内容を生かしていくための観点」「授業を通して明らか

になった有効な指導の手立てを次の単元につなげていくための工夫」について検討する。 

 

３ やりとりの力を確かにする授業の仕掛け 

(１) 「グループ活動」の設定 

   「相手を意識して伝える」「相手を意識して聞く」というやりとりの姿を引き出すことをねらいに、

少人数のクラスをさらにグループに分け、その中で児童が活動を通して考えたことを同じグループ

の児童に伝えるなど、やりとりの場面を多く設定した。教師は児童のやりとりを補足、復唱してい

くことで、児童のやりとりの経験を増やし、実感のあるものにしていく。グループに付く教師が、

近い距離で児童の様子や表情を丁寧にとらえ、気持ちを探り、引き出し、周りの児童につないでい

くことができるように支援を行うことで、やりとりの力が確かなものになると考える。 

 

(２) 「五つの有効な働きかけの要素」の活用 

特別支援学校小学部の児童のやりとりの力を確かなものにするために、学習の中での働きかけに

ついては、本センターの平成24年度特別支援教育に関する研究Ⅲ「コミュニケーションの力を引き

出す教師の働きかけに関する研究」によりまとめられた「五つの有効な働きかけの要素」を取り入

れる。「五つの有効な働きかけの要素」は、①肯定的な言葉かけ、②やりとりの手段を広げる働きか

け、③児童同士をつなぐ働きかけii)、④役割を明確にした働きかけ、⑤活動内容を工夫した働きか

けの五つの要素からなるものである。平成24年度の研究では、特別支援学校中学部の「日常生活の

指導」での分析をされたものであるが、本研究では、特別支援学校小学部の「各教科等を合わせた

                                                   
ｉ) 国立特別支援教育研究所が作成。特別支援学校における一貫性のあるキャリア教育を計画的に推進するための指標として示された

もの。「人間関係形成能力」「情報活用能力」「将来設計能力」「意思決定能力」の４領域からなる。 
ii ) 平成24年度の研究では、中学部を対象にしていたので、「生徒同士をつなぐ働きかけ」という名称になっていたが、本研究では、 

小学部を対象にすることから、「児童同士をつなぐ働きかけ」とする。 
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指導」を通して、やりとりの力を確かなものにするために有効かどうか検証する。指導の中では、

学習中の児童の様子を想定し、どの場面でどの要素を取り入れると有効か、また、どのような言葉

かけを行うのかを検討した上で働きかけを行い、児童の様子ややりとりの傾向を分析する。 

 

Ⅴ 研 究 の 進 め 方 

 

１ 研究の対象 

  県立特別支援学校小学部１学級(高学年の児童) 

 

２ 研究の方法 

(１) 研究協力校の教師対象に「児童生徒とのやりとりと授業づくりに関する意識調査」を実施する。

また、研究協力校での授業参観や担任からの聞き取りを通して、児童のやりとりの力の実態把握を

行う。 

(２) 個別の指導計画の内容を生かした授業づくりの観点について検討する。 

(３) やりとりの力に視点を置き、付けたい力と指導の手立てを明確にした学習指導案を作成する。授

業の中での働きかけについては、「五つの有効な働きかけの要素」を取り入れる。 

(４) 研究協力校において、やりとりの力を引き出す働きかけを意識した実証授業を行う。また、実証

授業を通して明らかになった内容について、個別の指導計画に返し、次の単元へつないでいく。 

 

３ 研究の経過 

４～５月 

６月 

 

 

 

 

７～９月 

８月 

研究推進計画の立案と検討 

児童生徒とのやりとりと 

授業づくりに関する意識調査 

やりとりの力の実態把握 

個別の指導計画を生かす方法の検討 

第１回専門・研究委員会 

学習指導案の作成 

第２回専門・研究委員会 

９～10月 

10月 

 

11～12月 

１月 

２月 

３月 

実証授業 

実証授業についての分析と検証 

第３回専門・研究委員会 

研究紀要原稿執筆 

研究発表大会準備、研究ダイジェスト作成 

研究発表大会、研究報告会 

研究のまとめ、次年度研究構想 

 

Ⅵ 研 究 の 内 容 と そ の 成 果 

 

１ 児童生徒とのやりとりと授業づくりに関する意識調査 

   平成26年６月、県内Ａ特別支援学校の教師を対象に、学級単位で意識調査を実施した(調査対象51

学級。うち回答46学級)。 

(１) 教師対象意識調査の分析について 

ア 児童生徒とのやりとりについての考え方 

児童生徒とのやりとりで心がけていることとして、「気持ちを汲みとること」「やりとりを繰り

返すこと」「やりとりを友だちに広げること」という回答が約８割を占めた。 

    これらの内容は、やりとりの力を付けるのに必要な教師との信頼関係を築く上で欠かせないも

のである。そのことからも「気持ち

を汲みとること」「やりとりを繰り

返すこと」「やりとりを友だちに広

げること」を丁寧に積み重ねていき

児童生徒と関わっていることがう

かがえる(図１)。 
図１ やりとりの際に心がけていること 

気持ちを汲みとること 
やりとりを繰り返すこと 
やりとりを友だちに広げること 
場面に合ったやりとりができること 
環境を変えること 
未回答 （数字は％・総数46学級） 

51 16 15 8 9 1 
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  イ 授業づくりの観点について 

     授業づくりの観点として、特に「児童生徒の課題」「指導の手立て」「児童生徒の興味・関心」

を大切にしているという回答結果が出ている。これは個別の指導計画を意識していることの表れ

と考える。その一方で、「前単元で

の様子や課題」への意識については

全体の１割という結果が出ており、

一単元で学習が完結していること

や、次の単元へ引き継ぐ意識の低さ

がうかがえる(図２)。 

  ウ 個別の指導計画の活用状況について  

    保護者懇談会の時や児童生徒の指導上必要な時には、個別の指導計画は高い割合で活用されて

いる。その一方で、単元を通しての個別の指導計画の活用状況については、「単元構想の時」「単

元の途中」「単元終了の時」と３段階で追ってみた時に、活用する(「よく見る」「たまに見る」)

という回答が、単元が進むにつれて

下がっている。特に単元の途中と単

元終了時の活用状況の低さは、「授

業づくりの観点」で述べた「前単元

での様子や課題」への意識の低さと

も共通しており、個別の指導計画へ

の意識は単元が進むに従って低下

する傾向があることがうかがえる 

(図３)。 

 

(２) 研究協力クラスについて 

対象とする小学部高学年のクラスは、知的障害で、学習課題が３～４歳の児童７名が在籍してい

る。 

個人差はあるが、全員がそれぞれの方法で、自分の思いや要求を伝えることができる。また、友

だちが取り組んでいる姿を見て、憧れる気持ちや教えてあげたいという気持ちになり、友だちと関

わる姿が見られるなど、教師の支援を受けながら、互いに認め合い、気持ちを合わせて関わり合う

集団意識も芽生えてきている。しかし、時には一方的な要求となっていることや、言われている言

葉の意味は理解できても、受け止めきれずにやりとりが成立しないこともある。教師は、児童との

日々の関わりの中で、どのような時であっても児童の発言や行動を肯定的に捉え、気持ちを汲みと

り、代弁することなどを通して、やりとりをつないでいくことを大切に考えている。このように児

童と児童、児童と教師のやりとりを積み重ねていくことで、友だちの気持ちに気付いて一緒に楽し

む姿や譲り合う姿も見られるようになってきている。 

一日の活動の流れへの見通しについては、カードと言葉を併せた説明を見聞きすることで、全員

がおおよその流れを理解することができる。 

学習では、自分の思いが通らずに気持ちが崩れてしまうこともあるが、基本的に学習に対して前

向きであり、特に新しい活動には興味・関心を持って取り組むことができる。 

このような児童の集団に対して、年間を通して以下のように教育目標をあげて取り組んでいる。 

・活動を通して充実感や達成感を味わい、自信を深めること。 

・少し難しいと感じる活動であっても、教師の支援を受けながら取り組むこと。 

1 10 22 24 29 14 

図２ 授業づくりの観点 

課題に対する指導の手立て 
前単元の様子や課題 

児童生徒の障害 児童生徒の課題 
児童生徒の興味・関心 
未回答 

保護者懇談の時 

指導上必要な時 

単元構想の時 

単元の途中 

単元終了の時 

78 22 

16 32 41 11 

27 55 18 

20 62 18 

51 42 5 
2 

よく見る たまに見る 

あまり見ない 見ない 

図３ 個別の指導計画の活用状況 

（数字は％・総数46学級） 

（数字は％・総数46学級） 
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  ・自分の思いを伝えることや相手の思いに気持ちを向けることで、自己調整する力をつけること。 

  ・友だちと一緒に活動する楽しさ、目的を共有する経験を積み重ね、友だち関係を広げること。 

授業づくりにおいては、個別の指導計画にあげられた児童の課題や指導の手立てについて意識

し、どのような単元の内容で、どのような活動を取り入れ、どのような課題と指導の手立てを設定

するかということを考えている。しかし、意識調査の全体の傾向と同様に、単元が進んでいく中で

は、個別の指導計画への意識が少しずつ下がるという回答があった。 

 

２ 実証授業での検証 

「相手を意識して伝えること」「相手を意識して聞くこと」をねらいに、「各教科等を合わせた指導」

において、全４時間の実証授業を行った。「各教科等を合わせた指導」は、年間を通して「指導者と

のやりとりを楽しみ、広げる」「自分の思いを身振り

も使いながら相手に伝わるように話したり、相手の

言うこと、思いを少しずつ理解し受け止める」こと

などをねらいに取り組んでいる。 

学習では「グループ活動」を設定し、働きかけで

は「五つの有効な働きかけの要素」を活用した。 

また、学習の流れ(図４)では児童の気持ちが持続

するように、以下の３点を心がけて構成した。 

①待ち時間を少なくし、個人の活動の機会をこまめ 

に設定すること。 

②分かりやすく短時間でやりきることができる活動  

を設定すること。 

③「何が隠れているのだろう」「早く見たいな」と 

いう児童の気持ちを引き付ける設定をすること。 

(１) 個別の指導計画を意識した課題と指導の手立ての設定 

   本研究では、児童Ａのケースを通して、「個別の指導計画と単元がつながる授業づくり」について

探った。実証授業では、学習のねらいを「やりとり」に絞り、「相手を意識して伝えることができる」

「相手を意識して聞くことができる」「友だちの話を聞き、考えることができる」という児童の姿を

目指した。これらの姿を目指すために、個別の指導計画の「言語・コミュニケーション」の内容を

意識して課題や指導の手立てを設定したことで、単元の個人のねらいだけでなく、各活動での課題

やそれに対する指導の手立ての内容が絞りやすくなった。また、個別の指導計画を基にしているこ

とから、課題と指導の手立ての視点が広がりすぎることなく、一貫したものとなった(p.6の図５)。 

ア 児童Ａのケースを通して 

  (ア) 課題と指導の手だての設定 

児童Ａは、休み時間には友だちや教師との関わりの中で、自分の考えを言葉巧みに伝えるこ

とができるが、学習など設定された環境では、「うまくできないかもしれない」という不安感か

ら活動に取り組めないことや、自分の考えを伝えられないという実態がある。そのため、まず

は「活動に対して自信や意欲を高めること」が必要だと考え、グループのリーダー的な存在に

位置付け、「肯定的な言葉かけ」を中心にした働きかけを行った。また、様子に合わせ「活動内

容を工夫した働きかけ」も活用し、活動に対する不安感を自信と意欲に変えて活動に取り組む

ことができるように考えた。 

図４ 学習の流れ 

・ヒントをもとに一人ひとり自分の考えを発表する。 

・グループの答えを相談して決めて、みんなで発表する。 

 「グループ活動（その２）」 

 

 「グループ活動（その１）」 

 

 

１・２時間目 ３・４時間目 

サイコロの順番を決める。 
・サイコロ係を決める。 

・カード係を決める。 

 

１・２時間目 ３・４時間目 

サイコロを振りカードをめくる。 
サイコロ係：サイコロを振る。 

カード係：カードをめくりヒント 

の言葉を発表する。 
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(イ) 自信を持って取り組めるようになった児童Ａ 

個別の指導計画を基にした学習のねらいや課題、指導の手立てを設定したことで、児童Ａの

様子に徐々に変化が見られてきた。「できないかもしれない活動は強く拒むことがある」という

児童の実態に対して、「五つの有効な働きかけの要素」を活用し、「自信・意欲・安心感」を与

えることで、回数を重ねるごとに学習への見通しを持って取り組むことができるようになった。

それに伴い、自信を持って取り組む場面が増え、自分の考えを言うだけでなく、教師を介して

ではあるが、同じグループの友だちに伝える姿が見られてきた。 

 

 

 記入日 月 日 

重点課題   

 実態 今年度の課題 指導の手立て 

健康生活    

運動機能    

言語 

コミュニケ

ーション 

 

・自分の思いを相

手に伝えたり相

手の思いや周り

の状況にも気持

ちを向けていく

力を育む。 

 

・不安や苦手感を

持つ活動に、指

導者や友だちの

支えを受けて取

り組むことがで

き、自信や意欲

を高める。 

本児のスタイル

を尊重しながら

友だちの姿をよ

い刺激にして意

識できるように

働きかける。 

 

活動に対して

「こういう方法な

らできそう。やっ

てみようかな」と

いう切り口を探

しながら、教師

や友だちからの

支えを頼りにし

て「できた」とい

う思いを積み上

げる。 

   

 

認知 
社会性 

図５ 個別の指導計画とつながる指導略案の生かし方 

指導略案 
 

日時：○月○日（第○時） 
 

個人のねらい 

 

 
 

 

 
 

本時の展開 

学習の流れ 留意点 手立て 

〈活動①〉 

順番を決める。 

〈活動②〉 

サイコロを振り

出た目を発表し

カードをめくる。 

 

・活動内容を工夫し「やってみ

よう」と気持ちが向くように働

きかける。 

・できたことを言葉にして褒め

て自信を持たせる。 

〈活動③〉 

[グループ活動] 

何が隠れてい

るのか、グルー

プで考える。 

 

・友だちの気持ちを聞き出す役

など、グループのリーダー的

存在にして、自信と意欲を持

たせる。 肯定的な言葉かけ  

・児童の気持ちを受け止めな

がら、友だちの気持ちを丁寧

に伝える。 

児童同士をつなぐ働きかけ 

〈活動④〉 

グループで 

発表する。 

 

・活動内容を工夫し「やってみ

よう」と気持ちが向くように働

きかける。 

活動内容を工夫した働きかけ 

〈活動⑤〉 

答えの発表。 
 

・答えが違う場合でも、間違い

とはとらえず、次につながる

働きかけを行う。 
 

 

 

次の単元へ引き継ぐ有効な手だてと児童Ａの様子 

サイコロを振り

出た目を発表

する場面で、 

「教師とペアにな

る」という設定に

変えることで、 

安心することができ

自信を持って取り組

むことができた。 
 

 

 Ｐ  

学習内容 

 Ａ ※個別の指導計画への申し送り 

「課題」「手立て」の修正・確認を行う。 

 D 学習指導案 

 Ｃ ※単元（全○時間）を通しての 

「有効な手立てと児童Ａの様子」を整理する。 

児童Ａの指導略案 

 
・活動を通して自信や意欲を高める。 

・自分の考えを相手に分かるように伝える。 
・相手の考えや周りの状況にも目を向ける力を育む。 

 

実践 

単元構想 

 
 

児童Ａの個別の指導計画 
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(ウ) 次の単元へ 

単元が始まった当初は、自分の考えを友だちに伝えることはなかったが、活動内容が理解で

き、自分なりの自信が出てくると、教師を介して友だちに伝える姿が見られはじめ、単元の終

末では直接友だちに伝える姿が見られた。このように個別の指導計画にあげられている「相手

に伝える」「自信や意欲を高める」というねらいについては、単元を通して成果をあげることが

できた。その一方で、「相手の考えや周りの状況に気持ちを向ける」というねらいは若干難しか

った。しかし、「相手に思いを伝える」ということと「相手の思いを聞く」ということは、相互

作用のあるものであり、切り離して考えることができないものである。児童と児童、そして児

童と教師の日々の関わり合いの中からやりとりを学び、自分のものにしていくということから、

これら二つのことは、今後も同時にねらっていくことが必要である。次の単元へは、「相手の考

えや周りの状況に気持ちを向ける」という課題に対して、本実証授業で見られた「自信・意欲

を持って取り組む姿をさらに育みながら、相手の考えや周りの状況に気持ちを向けることがで

きる活動や指導の手立てが必要」ということを引き継いでいく。 

イ 単元をつなぐ個別の指導計画 

個別の指導計画は「付けたい力の基本となるもの」であり、学習指導案・指導略案は「付けた

い力とそのための指導の手立てを明確にしたもの」である必要がある。両者は常につながってい

るものであり、課題と指導の手立てを設定する際には、「単元を通して付けたい力の内容が個別

の指導計画のどの領域にあたるのか」「児童生徒の全体像をとらえている個別の指導計画では、

どのように書かれているのか」「前単元からの引き継ぎ内容は、どのような内容か」ということ

を確認する必要がある。これらのことを意識して授業を行い、単元を通して、児童の様子と指導

の手立ての整理をし、学習を通して明らかになった「有効な指導の手立て」「新たな課題」を次

の単元へつなげていくことで、児童生徒に付けたい力がより確かなものになっていく。 

個別の指導計画が日常的に活用され、授業のねらいや課題に対する指導の手立てが焦点化され

るように、個別の指導計画の生かし方について観点を整理した(図６)。 

 

図６ 個別の指導計画を中心に置いた授業づくりのＰＤＣＡサイクル 

 

(取り組む) DO 

 指導略案 

 学習指導案 

 授業実践 

 

単元を通して 

『有効な手立てと様子』の整理 

(振り返る) CHECK 

 

① このような場面で 

② このような手立てをうつと 

③ このような姿が見られた 

単元のねらいに応じた記録を

日常的に残す。 

 

(生かす) ACTION 

個別の指導計画の 

「課題」「手立て」の

確認・修正  

 

個別の指導計画 

 
単元構想 

学習内容 

 
・個別の指導計画に直接記入する。 

・特に修正内容については、保護者に

説明を行い、確認を取る。 

・「付けたい力」の確認 

・「付けたい力」の領域の確認 

・前単元の引き継ぎの確認 

(考える) PLAN 

 
具体的な『個人のねらい』 

個別の指導計画を生かした 

『課題』と『手立て』を設定する。 
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(２) 「グループ活動」の有効性 

ア やりとりの経験を増やし伝えようとする意識を育てること 

「個人で答えを考えるのではなく、グループでやりとりをして答えを考える」という「グルー

プ活動」を学習の中心に置き、取り組みを進めた。サブの教師がそれぞれ支援にあたることで、

児童一人ひとりに目を配ることができた。また、児童だけではやりとりが成立しない場合や、児

童がやりとりに参加できない場合に、児童をグループに引きこみ、一緒にやりとりをすることな

どを通して児童と児童をつなぐことができた。このように教師の支援を受けながら、「グループ

活動」の中で児童と一緒に気持ちを発表することや、やりとりの様子を近くで見ることは、やり

とりの経験を増やすだけではなく、相手に伝えようとする意識を育てるのに有効な活動となった。 

イ 児童の様子を引き出すこと 

教師が常に児童の近くにいて、児童の発表を「何と言っているのか」「誰が言っているのか」「誰

に言っているのか」を補足・復唱をしながら同じグループの児童に伝えるようにした。このよう

な支援を繰り返し行うことは、やりとりの力が確かなものになっていない児童にとって、「伝わ

った」「聞いてもらうことができた」という経験を積み重ね、やりとりへの意欲を高めることに

有効であった。また、気持ちが落ち着かず、学習に向かうことができない児童がいる場合などで

あっても、様子の変化をいち早く把握して中心指導の教師と連携をとることで、学習の流れを止

めずにグループと個人に合わせた支援をすることができた。このように教師が状況に合わせて児

童との距離感を図ることは、児童の表情や様子の変化を丁寧にとらえる上でも有効であった。 

ウ 伝える喜びを感じること 

実証授業の１時間目には、児童はヒント(答えとなる絵の一部)が出てくるたびに、「○○だ!」

と思い浮かんだ答えを口々に言っていた。しかし、学習を重ねていくことで、「グループ活動」

まで答えを言わずに我慢することが増えてきた。また、答えをグループで考える場面でも、相手

のグループに答えが聞こえないように小さな声で話をして答えを考える姿も見られるようにな

った。そして、自分の言ったことがグループの答えとして発表されることで、自分の思いを伝え

ることの喜びを実感できた。最後の答えの発表では、みんなで考えた答えが正解かどうかという

ことだけでなく、相手のチームはどんな答えを考えたのか意識をして聞くなど、学習の始めから

終わりまで楽しみながら集中して取り組むことができた。 

 

(３) 「五つの有効な働きかけの要素」の活用と有効性 

学習の展開を考える際に「五つの有効な働きかけの要素」(表１)をどのように取り入れるのかを明

確にした。学習の分析にあたっては、平成24年度特別支援教育に関する研究Ⅲで作成・活用された「や

りとり書き起こしシート」を用いた。 

表１ 五つの有効な働きかけの要素 
 

① 肯定的な言葉かけ 
児童の思いを汲み取り、どのような場面でも肯定的な言葉を意識して使い、働きかける。望まし

い行動を具体的に示し、その行動を促す。できたことを言葉に表して褒める。 

② やりとりの手段を 

広げる働きかけ 

児童が自らやり取りしてできる方法を定着させるために、教師がモデルを示し、言葉かけを併

せて行う。 

③ 児童同士をつなぐ働きかけ 
やりとりがつながるように、児童の言葉や行動を、他の児童にも伝えたり、広げたりする働きか

けを行う。 

④ 役割を明確にした働きかけ 
教師の役割を明確にして働きかける。役割に応じて、教師の位置や、児童との距離、働きかけ

るタイミングを意図的に設定する。 

⑤ 活動内容を工夫した働きかけ 児童の課題に合わせた活動内容の変更や、見てわかる環境設定の工夫をする。 
 

平成24年度 特別支援教育に関する研究Ⅲより  
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実際の授業場面とそこでの具体的な言葉かけの内容を想定することで、よりねらいにせまることが

でき、児童のやりとりの様子や学習へ取り組む姿勢に少しずつ変化が見られた。また、分析を行った

結果、学習全体を通して、教師は「肯定的な言葉かけ」を徹底して行っていることがわかった。「肯

定的な言葉かけ」を全ての働きかけの土台ととらえ、あらゆる場面で意識をして働きかけていくこと

は、やりとりの力を確かにするために何より大切なことになる。そして担任間での役割・連携・留意

点を整理・確認した上で「児童同士をつなぐ働きかけ」や「活動内容を工夫した働きかけ」を行うこ

とで、より効果的なものとなることがわかった。 

このように「五つの有効な働きかけの要素」は、やりとりの力を確かにするだけでなく、自信・意

欲・安心感を持って活動に向かわせる上で有効な要素であることが確認できた。また、「やりとり書

き起こしシート」は、やりとりの内容や、やりとりが広がる様子がわかるだけでなく、教師の働きか

けの傾向など普段意識をしていないことに気付くことができるという意味で有効なことが確認でき

た。 

学習の分析により「五つの有効な働きかけの要素」で確認できた内容については以下の通りである。 

ア 肯定的な言葉かけ 

学習の中での児童の言葉、あるいは行動に対して否定をすることはせず、教師がいったん受け

止めて「肯定的な言葉かけ」を行うことで、学習への気持ちが途切れそうになった場合でも次の

展開へのやりとりにつなげることができた。また、児童からの言葉を肯定的にとらえながら、「そ

うだね。でも～じゃないの？」と疑問を併せて投げかけることで、児童が立ち止まり、投げかけ

られている内容を考えてからやりとりを返すという姿も見ることができた。このように児童の言

葉や行動だけでなく、気持ちの裏側にも常に目を向けて「肯定的な言葉かけ」をすることで、児

童が「やってみよう」という気持ちになり、自信を持って活動に向かうことができるなど、「肯

定的な言葉かけ」は全てのやりとりの土台になることが確認できた(図７)。 

イ やりとりの手段を広げる働きかけ 

分かりやすい言葉を使ってやりとりの見本を示した。その際には、言葉(文字)での理解が少し

難しい児童にも内容がしっかりと伝わるように、身振りを交えることや、やりとりの言葉を復唱

することも併せて行った。このように具体的なやりとりを見せることで、学習内容だけでなく、

やりとりの方法の理解につなげていくことができた。また、グループの考えをホワイトボードに

書いて発表する場面において、文字だけでなく、絵による発表ができる設定にしたことで、活動

全体が自由度のあるものとなり、児童から多様な表現手段を引き出すことができ、やりとりを広

げることができた(p.10の図８)。 

学習内容 児童のことば・行動 矢印 教師の働きかけ・行動 
 

グループごと

に発表 

 

赤グループ ふうせん。 
 

 
 

児童Ｅ  (答えの絵をかいていたがタイミングが合わ

ず )「もう、できない」と怒り、机に顔を伏せる。 

 

児童Ｆ・Ｇ ふうせん。 
 

 

 
 

 

 

児童 E 「ふうせん」と言ってホワイトボードを見せる。 

 ○Ｔ そろそろ発表の時間になります。グループで声を合わ
せて言ってくださいね。 

 

○Ｔ 赤グループは「ふうせん」だそうです。 

では、青グループ、お願いします。 
 

○Ｔ 今、かっこいい絵の答えをかこうとしていたんだね。続
きをかいておいてね。それじゃあ、児童Ｆ・Ｇの二人で

発表してくれる? 
 

○Ｔ (児童Ｅへ)答え、かけた？ 

 

図７ 肯定的な言葉かけ(「やりとり書き起こしシート」より一部抜粋)  

 

児童の行動を肯定的に
とらえるだけでなく、それ
をまわりの児童に分かり
やすく伝えている。 

○Ｔ ・・・中心指導の教師 
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ウ 児童同士をつなぐ働きかけ 

学級の児童のやりとりの実態から、「児童同士をつなぐ働きかけ」が課題と考え「グループ活動」

を中心に「相手を意識して伝える」「相手を意識して聞く」というやりとりの場面を多く設定した。

児童はそれぞれの方法で自分の思いを伝えることはできるが、「相手を意識して伝える」という経験

が少ないために、単元が始まった当初はやりとりが成立せず、形式的になることが多かった。しか

し、教師が児童の発言や行動を、補足・復唱することを繰り返し行うことで、ただ「伝える」とい

うことから、「グループの友だちに伝える」、「○○君に伝える」というように少しずつ意識の変化が

見られてきた。同時に「○○君が□□って聞いているよ。△△君はどう思う？」と働きかけること

で、聞く側の児童にとっても自分に言われているということを理解しやすくなり、聞くことへの意

識が少しずつ高まり、次のやりとりにつないでいくことが増えてきた(図９)。 

エ 役割を明確にした働きかけ 

３名の教師が、役割や連携、留意点を確認して働きかけを行った。特に「グループ活動」では

サブの教師が中心に指導する場面が設定されるため、教師間の役割・連携の確認が必要となって

くる。そこで11ページの図10のように、学習の流れに合わせて教師の場面ごとの役割を幅で表す

ことで、学習の中での教師の動きが明確になるだけでなく、ねらいにせまることにもつながった。

また、教師間の役割・連携を明確にした上で、児童との距離感を意識ながら、時にはグループの

一員となって働きかけを行うことや、その時々の児童の様子に合わせた柔軟な対応を行うことで、

やりとりを引き出すことができることも確認できた。 

学習内容 児童のことば・行動 矢印 教師の働きかけ・行動 
 

教師の見本

を見る 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童Ａ  ジャンケンをした方がいいですよ。この前Ｔ１

はグーで負けましたよ。 
 

 

児童Ｄ  この前はＴ２が先にしたから、今日はＴ１が先

にしたらいいですよ。 
 

 

児童Ｄ カード係です。 

 Ｔ１  役割を決めよう。今日は順番ではなく、係りを決める
んだね。 

 

Ｔ２ サイコロ係がいいです。 
 

 

Ｔ１ 私もサイコロ係がいいです。 
 

 

 
 

 

 

Ｔ２ そうだね。この前、先生がサイコロしたね。だから今日

はＴ１にサイコロ係をしてもらおう。そして先生は・・・ 
 

Ｔ２ そうだね。カードをめくるんだね。 

 

 

 

やりとりの言葉に併
せてカードをめくる 
身振りを加え、モデル
を示している。 

 

やりとりの言葉に併
せてサイコロを振る
身振りを加え、モデ
ルを示している。 

図８ やりとりの手段を広げる働きかけ (「やりとり書き起こしシート」より一部抜粋)  

Ｔ１ ・・・サブの教師１ Ｔ２ ・・・サブの教師２  

学習内容 児童のことば・行動 矢印 教師の働きかけ・行動 
 

 
 

児童Ｅ (うなずくが、聞くことはできない。)  

 

 

 
 

児童Ｇ ハサミ。 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

児童Ｆ ハサミ。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童Ｅ (うなずく) 
 

 

 

 

 

児童Ｅ (ハサミの絵をかき、そのあとに)「ハサミ」って
字を書いてと伝えてくる。 

 ○Ｔ みんなの意見を聞いて考えてくださいね。児童Ｆ・Ｇに
「何だと思う？」って聞いてあげて。 

 

○Ｔ (「先生が代わりに聞くね」と児童Ｅに伝え、)児童Ｇは何

だと思う？ 
 

○Ｔ 児童Ｇは「ハサミ」って言ってるよ。(児童Ｅに伝える。) 
 

Ｔ１  (「先生が代わりに聞くね」と児童Ｅに伝え、 )児童Ｆは

何だと思う？ 
 

 

 

Ｔ１ 児童Ｆも「ハサミ」って言ってるよ。(児童Ｅに伝える。) 
 

○Ｔ 絵でホワイトボードにかいてあげて。 
 

 

Ｔ１ (ハサミの見本を紙にかいて示す。) 

 

 図９ 児童同士をつなぐ働きかけ (「やりとり書き起こしシート」より一部抜粋)  

ただ代弁するの
ではなく、誰に伝
えるのか意識で
きるように働きか
けている。 

誰に何と言っているのか、
意識できるように働きかけ
ている。 

○Ｔ ・・・中心指導の教師 Ｔ１ ・・・サブの教師１ 

グループ活動 
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グループ 実態 ねらい 個人の予想される姿(○)と手立て(●) 

児童Ａ 

＊自分の思いを強く持っているが
少しずつ我慢できるようになっ
てきている。 

＊一方的な会話になることがある。 

＊自分の考えを相手に分
かるように伝える。 

＊友だちの発表を落ち着
いて聞く。 

○順番にこだわる姿が見られる。 

●前回の順番を視覚的に示し、振り返るこ

とができるようにする。 

児童Ｂ    

児童Ｃ    

児童Ｄ    

グループの 
予想される姿(○)
と手立て(●)

○友だちにつられてしまい、自分の考えを発表することが難しい児童がいる。 

●「伝わった」「聞いてもらうことができた」と実感しやすいように発表する順番などの配慮を行う。 

 
図11 児童の実態と予想される姿 

  

具体的な内容を設定する。  
予想される姿に対しての 

手立てを具体的に記入する。 

 

Ｔ１ 

  

 

 

始まりの挨拶 

○「できた」と実感できるように４時間の単元の中で段階的に
支援を行う。 

○発表場面では「伝えることができた」と実感できるように待
機している児童に目を配り働きかける。 

○学習に参加できない児童がいる場合は、その児童、または
グループの支援にあたる。 

活動内容を理解できるように、わかりやすい言葉
を使い、身振りを交えながら児童に見せる。 

児童に付き、見本に
注目できるように働
きかける。 

順番を決める 

○リーダー中心にみんなの意見を聞きながら、
やりとりをして順番を決めることができるように
支援をする。 

○児童Ａ中心に支援を行う。 

児童の表情を確認しながら、ゆっくりとわかりやすい言葉で
説明する。児童の様子によっては、繰り返し説明する。 

適宜グループの支援
にあたる。 

 ○リーダー中心にみんなの意見を聞きながら、
やりとりをして考えることができるように支援を
する。 

○児童Ａ中心に支援を行う。 

答えの発表 

○正解でも不正解でも、両グループのがんばりを褒める。 
○次の学習につながるように働きかける。 

答えに注目できるように働
きかける。 

○待機している児童が、前で
活動している友だちや教
師１の説明に注目できるよ
うに声をかける。 

○モデルとなり、グループの
児童に見本を見せる。 

○学習に参加できない児童
がいる場合は、教師１と連
携し、その児童、またはグ
ループの支援にあたる。 

活動している児童に注目で
きるように待機している児童
に働きかける。 

答えに注目できるように働
きかける。 

 

 

活動内容を理解できるように、わかりやすい言
葉を使い、身振りを交えながら児童に見せる。 

○リーダー中心にみんなの意見を聞きながら、
やりとりをして順番を決めることができるよう
に支援をする。 

○児童Ｆ、児童Ｇの思いを引き出し、やりとりに

つなげることができるように支援を行う。 

○リーダー中心にみんなの意見を聞きながら、
やりとりをして考えることができるように支援
をする。 

○児童Ｆ、児童Ｇの思いを引き出し、やりとりに
つなげることができるように支援を行う。 

活動している児童に注目で
きるように待機している児童
に働きかける。 

○待機している児童が、前で
活動している友だちや教
師１の説明に注目できるよ
うに声をかける。 

○モデルとなり、グループの
児童に見本を見せる。 

○学習に参加できない児童
がいる場合は、教師１と連
携し、その児童、またはグ
ループの支援にあたる。 

手順を覚えていない児童には、再度見本を見せる。 

 サブの教師２  中心指導の教師  サブの教師１ 

学習の説明 

教師の見本 

サイコロ・カード 

図10 教師間の役割・連携の可視化 

 教師間の役割・連携 

＊学習の流れに合わせて、教師の場面ごと役割を「幅」で表す。 

Ｔ１ Ｔ２ ○Ｔ  

「グループ活動」 
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(ア) 児童の姿を想定する 

学習の展開を考えていく際、個別の指導計画と授業の様子を基にして「児童の実態とねらい」

に併せて「個人とグループの予想される姿と手立て」を設定した。このように、学習中の児童

とグループの姿を想定し、それに対する指導の手立てを考えて、サブの教師が支援を行うこと

で、児童の気持ちを引き出し、やりとりにつないでいくことができた(p.11の図 11)。 

(イ) やりとりの見本を見ることの大切さ 

「伝わった」という実感を得た経験が少ないために、伝える方法が確立していない児童にと

って、やりとりの場面を見ることは大きな意味を持つ。学習内容の説明では、具体的にわかり

やすい言葉や身振りを交えた教師のやりとりを繰り返し見ることにより、学習内容の理解を深

めることができた。また、「グループ活動」では、児童と児童のやりとりやサブの教師を介して

のやりとりをすぐ近くで見ることで、やりとりをより身近なものとしてとらえることができた。

このように「伝わった」「聞いてもらうことができた」と実感できる手立てとして、教師は前に

立ち見本を見せるだけでなく、それぞれの役割を明確にして、スムーズな連携の下でグループ

の一員となってやりとりをすることが、非常に有効だと確認できた。 

オ 活動内容を工夫した働きかけ 

設定された環境の中では緊張してしまい、なかなか活動に参加できないことや、参加をしてい

ても内容が難しいために理解できないことがある。そのような場合に、活動への参加を支えるた

めの働きかけとして行うことで、児童は気持ちを途切れさせることなく、活動に向かう姿が見ら

れた。また、苦手意識を持っている場合であっても、活動に向かう姿も見られた。児童の課題や

その時々の状況、思いに応じて活動内容を臨機応変に変更することで、児童に「これでもいいん

だ」「僕にもできるんだ」という「安心感」を与える働きかけであることが確認できた(図12)。 

 

(４) 実証授業を通して明らかになったこと 

ア 個別の指導計画を有効に活用するために 

    個別の指導計画は、児童生徒の全体像を表しており、記入されている内容は児童生徒の成長に

伴い変化してくるものである。様々な取り組みを通して重点課題や各領域の課題の達成を目指す

が、ケースによっては、課題を達成する前に新たな課題が出てきてしまうことが繰り返され、課

題ばかりが並んだ個別の指導計画となってしまうことがある。その結果、膨大な内容となり、活

用しにくい個別の指導計画となることが多い。児童生徒の課題を把握することは大切であるが、

児童生徒の状況に合わせ、「今年度に取り組むべき優先課題」を見極め、明確にする必要がある。

指導の手立てにおいても、前年度のものを引き継ぐばかりではなく、「達成できなかった原因は

何だったのか。もう少し時間をかければ達成できるのか。それとも指導の手立てそのものを見直

学習内容 児童のことば・行動 矢印 教師の働きかけ・行動 
 

サイコロ 

カードの活動 

 

児童Ｅ うん。 
 

 
 

 

児童Ｅ 「４」 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

児童Ｅ （前に出てきて「４」の面を上に向ける。）
このまま落として。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

児童Ｅ （満足そうな表情でＴ１の背中に乗る。） 

 Ｔ１ 今からするから、手伝っ 
てね。 

 

Ｔ１ 何番を出したらいいかな？ 
 

○Ｔ パワーを送ってあげたら 

どうかな？   

Ｔ１（サイコロを落とすと「１」が出て、）何か「４」は出ない気がす

る。（児童Ｅ）やってください。 
 

Ｔ１（「４」が出る。） 
 

○Ｔ やったね。 
 
Ｔ１ では、カードをめくるね。 

 

 図12 活動内容を工夫した働きかけ（「やりとり書き起こしシート」より一部抜粋)  

 
学習の流れの中でのやりとりで
児童を活動に引き込んでいる。 

 

一人で前に出て活動できないた
め、活動内容を工夫し、教師が 
代わりに取り組み、児童がサポ 
ート役になり活動に参加するよ 
うにしている。 
 

○Ｔ ・・・中心指導の教師 Ｔ１ ・・・サブの教師１ 
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す必要があるのか」ということを見極める必要がある。このような内容の個別の指導計画であれ

ば、今年度にねらうべきポイントが明確になり、活用しやすいものとなる。単元ごとに個別の指

導計画を生かし、実践を行い、児童の様子の変化や有効な指導の手立てを再び個別の指導計画に

返していくことで、個別の指導計画は児童生徒と共に成長していくことができる。 

  イ やりとりの力を確かにするために 

    知的障害のある児童は、全般的に「経験」の少なさ、特に「成功経験」の少なさから、「できた」

「できない」という二分的な評価を気にしてしまい、活動に取り組みにくいことがある。このこ

とから、まず児童が様々な活動を「経験」していくことが必要になる。そして、その「経験」の

中で「成功経験」を少しずつ積み重ねていくことで、同時に「自己肯定感」も育っていく。学校

での活動の中では、「経験」「成功経験」「自己肯定感」が正のスパイラルとなるように、個別の

指導計画を活用しながら、課題と指導の手立てを設定していき、「肯定的な言葉かけ」を土台に

した働きかけをしていくことで児童の心が豊かになり、相手に伝えたい気持ちにつなげていくこ

とができる。こうして培った気持ちは、確かなやりとりの力となる。 

 

Ⅶ 研究のまとめと今後の課題 
 

１ 研究から明らかになったこと 

(１) 小学部の学習において、「グループ活動」を中心とした構成を行い、「五つの有効な働きかけの要

素」を活用することで児童のやりとりの力を確かなものにできた。 

(２) 個別の指導計画を意識して、児童の課題に合った指導の手立てを設定した学習指導案を作成する

ことで、児童の様子を引き出すことができた。 
 

２ 今後の課題 

(１) 本研究では、学習課題が３～４歳の知的障害のある児童を対象に、やりとりの力を確かにするた

めの授業のあり方について検証したが、違う段階の学習課題を持つ児童生徒についても、やりとり

の力を確かにするための授業のあり方を探る必要がある。 

(２) 個別の指導計画をより有効に活用していくために、記入の観点を明確にする必要がある。 
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