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 本研究は、特別支援教育の視点を生かし、個に応じた支援と授業実践の工夫

について検討を行い、実践した。個に応じた支援では、児童の実態と背景を把

握するなどの児童理解に基づいた、見通しのもてる具体的でわかりやすい支援

が有効であることが分かった。授業実践の工夫では、安心できる学級づくりを

土台とし、視覚支援の手立てなどによって、児童ができる喜びを感じ、学習へ

の意欲を高めていった。これらの取組と併せて、教員との話合いや特別支援教

育についての情報発信などを行った結果、教員の意識は向上し、児童の学びや

すさと学校全体の学ぶ力の向上につなぐことができた。 
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児童による予定の記入 

指の位置が分かれば安心して取り組める 書く活動についての取組 

自信がついてきた音楽会の練習 

みんなの前でも楽しんで活動できる 

全ての子どもの学びやすさと 

学校全体の学ぶ力の向上 

安心できる学級 

 

授業実践の工夫 

児童や学級の実態および背景を幅広い視野で丁寧に把握 

個に応じた支援 
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研究員派遣による学校支援に関する研究 

 

学ぶ力向上のための研究員派遣による学校支援のあり方Ⅱ 
－特別支援教育の視点を生かした小学校における個に応じた支援と授業実践の工夫－ 

 

Ⅰ 研  究  の  目  標 

 

本研究では、特別支援教育の視点を生かし、児童のアセスメントを丁寧に行い、個に応じた支援のあ

り方や学級での授業実践の工夫について、当センターの特別支援教育に関する研究成果物などを効果的

に活用しながら明らかにする。さらに、特別支援教育についての学校全体の意識を高めることにより、

全ての子どもの学びやすさと、学校全体の学ぶ力の向上を目指す。 

 

Ⅱ 研  究  の  仮  説 

 

特別支援教育の視点を生かし、児童への丁寧なアセスメントに基づいた個に応じた支援や授業実践の

工夫を学級や学校全体で行えば、特別な教育的支援を必要とする児童を含めた全ての子どもの学びやす

さへとつながり、学校全体の学ぶ力が向上するだろう。 

 

Ⅲ 研  究  の  進  め  方 

 

１ 研究の方法 

(１) 研究協力校の特別支援教育に関する学校の状況を把握する。 

(２) 特別な教育的支援を必要とする児童およびその児童が所属する学級の実態を、授業参観などによ

り把握する。 

(３) 個別の教育支援計画や個別の指導計画から、児童を取り巻く背景と支援の手立てについて把握し、

児童理解を進める。 

(４) 学級担任と、支援内容や方法ならびに個別の教育支援計画や個別の指導計画を活用した授業実践

の検討を行う。 

(５) 学級担任と共に授業実践を行い、その後共に取組の評価をすることで、より適切な支援につなげ

る。 

(６) 学級担任や特別支援教育コーディネーターと連携し、取組状況などの情報を校内へ発信するとと

もに、特別支援教育に対する学校全体の理解につながるよう校内で情報を共有する。 

(７) 派遣研究協議会を開催し、関係者間で取組状況について協議を行う。 

(８) 研究についての成果や今後の課題をまとめる。 

 

２ 研究の経過 

４月 

４月～12月 

 

７月～８月 

11月 

研究構想、研究推進計画の立案 

派遣研究(県内公立小学校２校、原則各校

週１回派遣) 

第１回派遣研究協議会(研究構想、計画) 

第２回派遣研究協議会(取組内容の交流お

よび協議) 

11月 

11月～12月 

２月 

３月 

教員対象アンケート 

研究報告書原稿執筆 

研究発表大会 

研究のまとめ 



研究員派遣による学校支援に関する研究（特別支援教育） 

（2） 

Ⅳ 研 究 の 内 容 と そ の 成 果 

 

１ 個に応じた児童への支援 

(１) Ａ児 

ア 実態と背景 

特別支援学級に在籍するＡ児は、人への信頼感がなかなかもてず、対人関係において一方的な

かかわり方が見られ、教員の意図した学習に対して気持ちが向きにくいことがある。また、気持

ちの不安定さや突発的な他傷行為、こだわりなどもある。 

初対面のときから、様々な課題がある児童であると感じたため、「健康・生活」「身体機能」「認

知・認識」「コミュニケーション」「社会性」という観点で、丁寧に実態把握をした。そのなかで、

手指の操作性が高く、色々な知識を知りたい思いが強い反面、新しい学習や人とのかかわりを受

け入れにくく、学習の積み上げが難しいところが見られること、さらに、見通しをもつ力が十分

に育っていないという実態を確認した。 

イ 支援内容や方法の検討 

Ａ児には、図１左のように、学級担任だけでなく、様々な教員が日常的にかかわっているため、

校内のＡ児と教員とのかかわりの現状や取り巻く環境を、学級担任と一緒に確認した。この確認

のなかで、学級担任とＡ児の中心課題は「気持ちの安定」であるということを共通理解し、それ

を克服するためにどのように支援すればよいのか検討した。各教員によってかかわり方が異なっ

ており、教員間の連携が不可欠であるため、校内で児童理解を進め、支援の方向性を共有する必

要性について、学級担任と確認した。 

そして、学級担任を中心に校内の関係者間で検討した支援内容をふまえ、図１右のような関連

のなかで医療機関との連携を進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関との連携だけでなく、学校においては、Ａ児の楽しみとなる知的好奇心をくすぐるよ

うな制作活動やパソコンを使った学習などを提示し、実践した。スケジュールの中にＡ児が好き

な活動を取り入れ、「いつ」「誰と」「どこで」「何を」するのかをスケジュールボードを見れば分

かるように提示した。 

ウ 実践による変化 

楽しみとなる学習の提示と医療機関との連携を並行して進めたことにより、学校および家庭に

おいて随分と落ち着いた様子へと変化した。これまでは医療機関との連携が不十分であったが、

学校でのＡ児の様子を丁寧に医療機関へ伝えるなど、学校、家庭、医療機関とが緊密に連携した。

 

医療機関との連携 教員間の連携 

図１ 児童を取り巻く環境 
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そのなかで、特別支援学級での授業「お店屋さん」において、衣装のベス

トを着用し接客に取り組むなど、今までの学習とは違って落ち着いた様子

で学習に向かえるようになった(図２)。 

また、登校後に学級担任と一緒にスケジュールを確認する取組により、

活動に見通しをもつことができるようになった。そして、主体的に学習内

容などをスケジュールボードに記入するＡ児の姿が見られるようになっ

た。 

併せて、授業の開始時刻についての視覚支援は、特別支援学級在籍の児

童全体に対しても行った(図３)。この支援により、他の児童も自ら時刻を

確認して、次の学習へ向かう様子が見られるようになった。 

エ 実践を通して分かったこと 

Ａ児の実態や背景を把握したうえ

で中心課題を明らかにし、支援内容

や方法についての考え方を整理し

て、家庭と共に医療機関との連携に

取り組んだ。検討において、中心課

題を明らかにしたうえで実践したこ

とは、支援の方向性についての関係

者間の共通理解に有効であった。 

また、日課の組立てやスケジュー

ルボードの工夫は、見通しをもつこ

とができる有効な支援であった。 

Ａ児の支援については、他の児童

とどのように関係づくりを進めるの

かという課題や、学校全体で支援について共通理解していくための取り組み方を明らかにするこ

とができた。その取り組み方とは、Ａ児の中心課題を軸にして具体的な目指す児童像を明らかに

しながら、学級担任を含めたチームで支援のあり方を検討することである。関係機関との連携だ

けに頼るのではなく、児童のやってみたい思いをいかに引き出すかを意識して指導することが大

切であり、そうすることで関係機関との連携が効果的に進むと考える。 

 

(２) Ｂ児  

ア 実態と背景 

通常の学級に在籍するＢ児は、気になる音などがあると、授業中であっても衝動的に動いてし

まう傾向にある。また、友達の様子が気になり、授業に集中できていない

ことがある。さらに、書くことへの苦手意識があり、特別支援学級の弾力

的な運用による個別学習に「国語」を中心に取り組んでいる。Ｂ児の支援

目標の中には、学習面で「書くことへの抵抗をなくす」ことが挙げられて

いる。 

イ 支援内容や方法の検討 

この個別学習において、集中が途切れないよう一つの活動時間を短く

し、見通しをもって学習できるよう授業の流れを提示した。さらに、ブロ

ック遊びなどのＢ児にとって楽しみな活動を「お楽しみタイム」として取

 

図３ 授業開始時刻を示したイラスト例 

図２ 「お店屋さん」 

   でのＡ児の様子  

図４ 授業の流れを 

  提示した例 
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り入れた(p.3の図４)。これはＢ児にとっての学習への動機付けとして設けた。これらの支援と同

時に、書く活動においては、「点つなぎをす

る」という小さな目標から始めた。平成26年

度特別支援教育に関する研究Ⅰ「特別支援教

育の知恵袋 書字編」(滋賀県総合教育セン

ター)にある「かっくんプリント集」を活用

した「かっくんタイム」の取組(図５)や、書

く文字をマーカーで示し、文字のバランスを

意識できるような支援を行った。漢字学習で

は、「書き方を声に出して書く」という工夫

をした。教員は、Ｂ児の小さな変化を受けと

めながら、書いている過程などをほめたり、

見通しがもてるよう励ましたりする支援を

継続して行った。 

ウ 実践による変化 

授業中、「面倒くさい」と言っていたＢ児であったが、これらの取組により、活動の種類や時間

が増えても学習に向かえるようになってきた。そして、「お楽しみタイム」の設定がなくても、最

後まで取り組めるような姿へと変わり、丁寧に書く

力が身に付いてきた(図６)。 

エ 実践を通して分かったこと 

授業の流れを示す取組により、Ｂ児は見通しをも

つことができた。また、教員は、Ｂ児の学習に向か

う準備の把握や学びのペースに合わせて支援した。

このことが、意欲を高める有効な支援となった。 

学級担任は、個別学習を指導する教員と連携し、

Ｂ児の頑張りを認めながら、声をかけるなどの励ま

しを行った。そして、Ｂ児は書く活動に自信をもて

るようになった。この自信は、通常の学級において

も生かされ、自ら板書をノートに写すという姿へと

つながった。 

 

(３) 実践を通しての共通性 

ア 支援を考える道筋 

Ａ児・Ｂ児についての実践は、共に支援を考える

出発点として、個別の指導計画などをふまえ、児童や学級の実態と背景を学級担任と共有したこ

と、また、明らかにした中心課題を基に支援内容や方法を検討してきたということである。 

教員がどのような意識で児童とかかわるのか、どのような関係づくりが望ましいのかについて

は、今後も継続して検討していく必要がある。 

イ 見通しと安心できる関係 

日課や授業の流れが分かるというスケジュールの支援とともに、児童が楽しめる取組を取り入

れたことにより、Ａ児・Ｂ児は意欲的に学習に向かえるようになった。それは、見通しがもてた

ことと併せて、教員との安心できる関係が構築されていたからではないかと考える。 

図５ 「かっくんプリント集」からのプリント例 

図６ 書く力の変化 

 

前期に書いた文字 

後期に書いた 

文字 
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Ａ児との関係づくりにおいては、当初、教員は難しさを感じていた。しかし、研究員との話合

いを受けて、目指す児童像を明らかにし、かかわり方について十分検討した内容を指導に生かし

ていくと、少しずつＡ児との関係が変わってきた。児童に付けたい力を具体的にイメージして児

童と向き合うことと、それを意識した教員の姿勢が、児童との安心できる関係づくりに生きてき

たと考える。 

 

２ 授業のユニバーサルデザイン化を意識した授業実践の工夫 

(１) 音楽科の授業における工夫を目指して 

ア 実態把握と取組の内容 

研究協力校において、授業に関して教員の実態を把握したところ、音楽科において指導の難し

さを感じていることが分かった。一方で、児童は楽器で音を鳴らしたい、楽しく歌いたいという

思いをもっていながら、うまくできないことに苦手意識を感じていた。 

このような実態を背景に、児童のやってみたいという思いをどう生かすのか、どのように学習

につなげていくのかという視点で、音楽科の授業における工夫を検討した。具体的には、通常の

学級における器楽の活動で、第２学年では鍵盤ハーモニカ、第３学年ではリコーダーの演奏の学

習に向かうための工夫を検討した。 

イ 音楽科における出発点 

どの学習においても出発点は、児童の「楽しい」「面白い」「心地よい」といった感情や、「やっ

てみたい」という気持ちにあると考える。音楽科においては、とりわけ楽曲のもつ「よさ」から

もたらされることが多い。何度も歌ったり、演奏したりする学習を通して楽曲の楽しさや面白さ

を感じるようになり、こんなふうに演奏したいという音楽表現の力を高めていく。 

学習意欲や音楽表現の力を高めるためには、楽曲のよさを十分感じとることが大切である。楽

曲の魅力に迫る教材提示の工夫が必要であると考え、本研究では、器楽における活動の工夫に取

り組んだ。 

 

(２) 教材や活動の工夫 

ア 安心につながる視覚支援教材 

器楽における活動が苦手な児童のなかには、鍵盤ハーモニカを扱う教材曲の学習において、楽

器の演奏の仕方が分からずふざけたり、リコーダー奏の学習において、手が左右逆になったりす

る実態があった。２種類の楽器に共通して、まず、どの

音をどのように演奏するのか見て分かるように、階名と

五線譜にかかれた音符、その階名に合わせた指の位置の

写真をまとめて１枚のカードにしたものを、視覚支援教

材として作成し、個別に提示した(図７)。 

この教材は、演奏の仕方に自信がないときに、正しい

指の位置を確認することができる。児童にとっては、安

心につながるツールの一つとなった。全ての音は演奏で

きなくても、確実に演奏できる音が増えることで意欲が

増していき、自信をもって活動するきっかけになった。 

また、リコーダー奏の学習において、「曲の中で正しい音を吹けるようになりたい」と思いなが

らも、楽器演奏がうまくできないという思い込みで気持ちが不安定になるという児童がいた。階

名と正しく押さえる指の位置が合わなかったため、演奏する階名を見て分かりやすいように、図

図７ 階名に合わせた指の位置        

   を視覚化したカードの例 



研究員派遣による学校支援に関する研究（特別支援教育） 

（6） 

７のカードと階名のみを２小節に区切った４段譜に分けて書いたプリントを用いた。これらは、

児童にとって、今、自分がどこを演奏しているのか分かりやすい支援となった。２小節１段が吹

けると、できた喜びを教員に伝える児童の姿が見られ、次の段を吹きたいという気持ちが自然と

出てきた。 

この児童にとっては、この教材の工夫が学習意欲の向上に有効であったが、今後、階名唱に慣

れることや、一人で絵譜や楽譜を見て演奏してみようと思える意欲を高めていく必要があると考

える。このように、演奏できることのみに力を付けようとするのではなく、児童のやってみたい

という思いをいかに大切にしながら活動につなげるかがポイントである。そして、児童が困って

いる際に、５ページの図７のようなカードをさりげなく提示することにより、少しずつ楽譜にも

慣れ、抵抗なく、安心して器楽の演奏にも向かえると考える。 

イ 「○○先生」タイム 

全ての児童が分かるためには、本来音楽科においては、楽曲のよさを児童の目線で見つけよう

という教員の姿勢が大切であると考える。 

本研究においては、個別の指導計画をふまえ、児童の実態を把握するなかで、離席があったり、

自分なりのやり方で演奏したりする児童について、授業参加

に向けての支援のあり方を検討した。そこで、音楽科の授業の

始めに毎回、児童が「○○先生」として活動する時間を設定し

た。これは、どの児童もできる活動で、「まねっこ遊び」とし

て模奏を楽しませる学習方法の一つである(図８)。 

この取組では、Ｂ児は緊張しつつも、やりがいを感じ、自分

の役割を自覚して活動できるようになった。そして、教員の声

かけがなくても、主体的に授業へ参加する姿へとつながった。 

 

(３) できる喜び 

視覚支援教材や「○○先生」タイムは、通常の学級における特別な教育的支援を必要とする児童

だけでなく、他の児童にとっても、意欲を高め、「できる喜び」を感じられる工夫であった。これら

の工夫により、特別な教育的支援を必要とする児童が授業に着席して参加でき、楽しみながら主体

的に活動できるようになった。また、校内の音楽会においても、友達と一緒に学習の成果を発揮す

ることができた。 

これらは、児童の「演奏してみたい」という気持ちにタイミングよく応える教材や活動であり、

児童の興味・関心を引き出すための教材研究と併せて活用することで相乗効果があると考える。な

お、授業実践においては、個に応じた支援と同様、教員の日々の児童とのかかわり方や安心できる

学級づくりが土台である。この土台をふまえたこれらの取組は、児童の授業への参加(活動する)や

理解(分かる)に向けた、授業のユニバーサルデザイン化を目指すための教材や活動の工夫であると

考える。 

音楽科だけでなく学びにおいて、活動が楽しいだけでなく、できる喜びが楽しい気持ちとなり、

もっとやってみたいという気持ちへとつながるよう指導していくことが大切である。また、児童が

してみたいという思いをもちながら学習を積み重ね、徐々にできてきたときに、その手応えを児童

が感じられるよう励ますことが必要である。そして、次の「できた」へと意欲をつなげ、「もっとや

ってみたい」と学びを高めていくことを教員は意識しておくことも大事にしたいことである。 

本研究で取り上げた取組は、６年間の系統的な学びのなかで、まず、どの児童も取りかかれるこ

とを目指した取組である。そして、全ての児童ができることを目指しつつも、「できる」「できない」

図８ 授業の始めに演奏する       

   Ｂ児の様子 
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のみにとらわれるのでなく、今回の音楽科の授業のように教材(楽曲)のもつ面白さやよさを十分に

味わわせて、児童の興味・関心とうまく活動することを結び付けていくことが大切であると考える。 

 

３ 安心できる学級づくり 

(１) 教員の心構え 

通常の学級において、聞く姿勢がよくなかったり、机上に教科書などを整理して置くことができ

ていなかったりするために、集中して授業に向かえていない児童がいる。 

教員は、児童に応じた学習の準備を整えたり、授業内容を明確に伝えたりする取組により、児童

の学習の構えはでき、安心して学習できるようになった。授業づくりにおける準備に対しての教員

の心構えが、児童の学びやすさに関係してくる。派遣研究を通して大切であると改めて感じた取組

を、教員が意識しやすいよう「あいうえお」の文字に合わせて図９のようにまとめた。派遣研究協

議会においても、「基本的で、しかも大事なことである」ということが確認された。 

また、本研究における教員対象アンケートにおいても、「授業の中味のことばかり考えていたが、

児童の学習の準備や机上のこ

とを意識できるようになっ

た」「姿勢など、学習環境を整

え、刺激を少なくすることが

大事だと改めて感じた」「１時

間の流れをホワイトボードな

どで提示し、見通しをもたせ

たり、指示をわかりやすくし

たりすることを心掛けた」と

いう意見があった。 

視覚支援を中心とした以下

のアからオに示す具体的な取

組を参考に、教員が授業のユニバーサルデザイン化を意識し徹底していくことにより、児童や学級

全体に学びの構えが生まれるのではないかと考える。 

ア   あいさつを姿勢よくするよう支援している(聞く姿勢の確立) 

学級担任の話を集中して静かに聞くことが難しく、横や後ろを向いたり、靴の踵を踏んでいた

りする児童の実態があった。しっかりと授業に向かえるよう、学級担任は、聞くときのルールと

してよい姿勢のカードを提示することで注意喚起をした。しかし、なにより、よい姿勢で挨拶す

るように促すことが、聞く姿勢を整える第一歩であると考え実践した。 

イ   いつも授業前には教科書などの準備ができるよう支援している(学習の準備) 

次の授業準備をしている児童がいる一方、授業が始まる直前に急いで準備をする児童の姿が見

られた。授業の挨拶が始まるまでに机上に教科書などを準備できるよう、学級担任は授業前の準

備を視覚化したカードを提示した。 

ウ   うれしい気持ちでほめている(認められることでの自信) 

教員は、これまでの教員経験や指導学年には関係なく、自然と児童をほめるということをして

いる。より意欲的に学習できるよう、タイミングよく、また心から教員が児童をほめて認める取

組を継続した。 

エ   えんぴつなどの置くものの位置を伝えている(机上の整理) 

通常の学級では、授業で使用する教科書やノート、筆箱などが机上に出ていないため学習に向

図９ 授業のユニバーサルデザイン化を意識した教員の心構え 

 あ 

 い 

 え 

 う 
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かえなかったり、教科書などを置く場所に困ったりしている児童がいた。そこで、授業で使うも

のの置く場所のカードを学級担任が提示して、机上整理の定着を図った(図10)。 

オ   おわりが分かるよう授業の流れを伝えている(活動への見通し) 

学級担任は、授業の始めに学級全体へ活動の順序を提示した。これは、全ての児童にとって、

何をどういう順序でするのかが分かり、安心して活動に向かうことができる支援となった。教員

は、児童がいつ発表するのか

という活動内容を伝えたり、

矢印で、今行っている活動を

示したりした。 

この工夫により、学級全体

に落ち着きが見られるよう

になり、児童は授業に向かい

やすくなった。 

 

(２) 安心できる学級にするための視点  

小学校の教員の多くは、学習指導要領を基に、どの時期にどの内容をどこまで教えるのかを意識

し、学級全体を考えて授業を進めている。このような現状に加え、特別支援教育の視点を生かした

安心できる学級にすることが、個に応じた支援や授業実践の工夫を考えるうえで重要である。 

当センターの研究成果物である平成25年度特別支援教育に関する研究Ⅰ「特別支援教育の知恵袋 

実技編」(図11)にも記載されているように、「『分かる』『できる』授業を支える学級づくり・学習環

境づくり」として、「受け入れられている」と感じられる学級や、「認められている」「必要とされて

いる」と感じられる学級、「やればできる」と感じられる学級が児童の学び

やすさには必要であると考える。 

また、安心して授業に参加できる工夫として、「ルールがわかる」「聞い

て分かる」「見て分かる」「見通しがもてる」「落ち着ける環境がある」とい

った学級づくりや授業づくりの視点が大切となってくる。派遣研究におい

ては、視覚支援の手立てを中心に、見通しをもたせる取組などを行い、安

心できる学級づくりに向けて、この研究成果物を教員との話合いで提示す

るなどして活用した。 

 

４ 特別支援教育についての教員の意識を高める取組 

(１) 研究協力校における現状 

研究協力校においては、学校規模などの違いはあるものの、特別支援教育の視点をどのようにし

て学校全体へ広げ、理解を深めていくのかという課題が現状としてあった。一部の教員や校内の委

員会では、特別支援教育についての課題意識はあるものの、学校全体として特別支援教育について

の意識を高めていく必要があった。 

 

(２) 特別支援教育についての教員の意識を高める取組 

特別支援教育についての教員の意識を高める取組として、特別支援教育コーディネーターなど

と、個に応じた支援や授業実践の工夫についての話合いを行った。また、研究員通信の発行によっ

て特別支援教育についての情報を発信した(p.9の図12)。研究員通信については、教員対象アンケー

トにおいても、「参考になった」「通信などを見せていただき、具体的な支援の内容を教えていただ

図11 「特別支援教育の 

    知恵袋 実技編」 

 お 

教科書などの置く場所をカード(中央)で提示 

図10 机上整理の変化の様子 
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けたので、とても勉強になった」という声があった。さらに、オブザーバーとして校内研修会や特

別支援教育推進委員会に参加し、特別支援教育の視点や情報を伝えた。 

 

(３) 教員の意識の向上 

小学校において、学級担任はほとんどの教科を教えており、教材研究や宿題などの授業に関わる

仕事から、校務分掌や会議、生徒指導や保護者対応まで、幅広い仕事が求められている。このよう

な状況のなか、特別支援教育についても、教員と研究員とが児童の実態と背景、支援の方向性など

について語り合いを行った。個々の教員との話合いの取組を通し、

児童理解に基づいたうえで教材研究をしていこうという教員の意

識の変化が生まれた。 

教員対象アンケートにおいても、「特別支援教育に関しての話題

が職員室で多くなり、支援を工夫しようという意識が高まったと

感じる」「一人ひとりの児童の特性を知り、それぞれの困っている

ことに寄り添った支援を考えることが意識できるようになってき

ているように思う」という意見があった。一人ひとりの教員の意

識の変化を受けて、教員同士が語り合い、児童のつまずきを共感

し合える教職員の集団になりつつある。児童の学びやすさにつな

げていくために、このような学校全体の教員の意識向上は必要で

あると考える。 

 

(４) 校内体制の充実 

管理職および特別支援教育コーディネーターの役割には、担任の支援、校内の関係者との連絡調

整、保護者に対する学校の窓口、関係機関との調整などがある。本研究で研究員は、校内の特別支

援教育についての教員の意識を高める取組として、個々の教員との話合い、校内会議などへの参加、

研究員通信の発行を行った。これらは、特別支援教育についての教員の意識向上に有効であった。

そのなかで、教員対象アンケートにおいて、「通常の学級における合理的配慮の考え方・やり方がま

だ浸透していない」「教職員が特別支援教育について、共通理解する必要性を感じる」という意見が

あり、特別支援教育についての教員の意識をさらに向上させ、いかに校内に広げていくのかという

課題が残った。今後も学校として、児童理解や支援などについての教員間での話合い、ならびに特

別支援教育についての情報発信や情報共有の取組を継続していく必要性がある。 

特別支援教育コーディネ

ーターには、図13に示すよう

に特別支援教育の視点を根

付かせるような校内体制の

構築が期待される。特にOJT

といった校内の組織を含め

て様々な機会を通し、特別支

援教育に関わる組織的対応

や教員への理解啓発、そし

て、担任を支えること、この

２点が教育実践の充実に向

けて重要となる。 

図12 研究員通信 

図13  本研究における研究員の取組の移行イメージ例 
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    県内公立小学校 ２校 
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県内公立小学校教諭             梅景 敬子 

Ⅴ 研究のまとめと今後の課題 

 

１ 研究のまとめ 

(１) 「なぜできないのか」という児童のつまずきを把握するだけでなく、「どのようにしたらできるの

か」という視点で、一人ひとりの児童理解に基づいた視覚支援教材や活動を工夫したことが、児童

の学びやすさの向上に対して有効であった。 

(２) どの授業においても、支援の手法だけでなく、授業づくりに向けての視点(興味・関心、楽しみ、

意欲、主体性、知的好奇心など)や教員の心構えを研究員が研究員通信や話合いで伝えたことによ

り、これらが安心できる学級になるという教員の意識向上につながった。 

(３) 特別な教育的支援を必要とする児童の実態や背景などについての教員間での話合いと、その話合

いに基づいた適切な支援をすることで、個に応じた支援や授業改善に向けた工夫への教員の意識が

高まった。そして、児童のつまずきを共感し合える教職員の集団へと変わることにより、実践が改

善され、学校全体の学ぶ力の向上につなぐことができた。 

 

２ 今後の課題  

(１) 児童の学び方に照準を合わせた授業づくりへの意識改革が必要である。 

(２) 一人ひとりの児童の教育的ニーズに応じた教育実践を実現していくために、個別の教育支援計画

や個別の指導計画の内容を充実させ、積極的に活用することが望まれる。 

(３) OJTの充実や管理職および特別支援教育コーディネーターを中心とする校内体制の確立・充実を

図るなかで、特別支援教育についての情報発信・情報共有を進め、教育実践へとつなげていくこと

が必要である。 
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