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平成30年度 研修概要

研修テーマ

１ 研修テーマ設定の理由

(1) 学校目標

校内研修の目的の一つとして、学校目標の具現化がある。

本校の学校教育目標は「豊かな社会生活を実現する浜名の子（合言葉：笑顔、仲間、地域）」で

ある。学校教育目標を実現するため、各学部やグループで以下のように具体的な目標を掲げてい

る。

＜小学部＞「周囲の人やものに関心を持ち、進んで行動する力を育てる」

＜中学部＞「身近な社会に関心を持ち、積極的に役割を果たすことができる力を育てる」

＜高等部＞「自分のこと、自分を取り巻く社会について正しく理解し、自分で考え判断して行動でき

る力を育てる」

＜自立＞ 「健康な体を作り、自分から人もの、場にかかわる力を育てる」

研修では、これらの目標を達成するため、授業づくりに関する研修を推進していく。今年度は、

以下のことから研修テーマを考えた。

今後の社会においては、もっている知識や技能を使い、主体的に考え、判断する力の重要性が

指摘されている。新学習指導要領においても、これら新しい社会に必要となる資質・能力を育む

ことが示されている。このような背景から、本校では、子どもたちが豊かな社会生活を実現する

ため必要な資質・能力を検討し、主体性や考える力を育むことが必要だと考えた。これまでの研

修において、知的障害のある子どもに主体性や考える力を育むには、「やりたい」「やってみたい」

という気持ちを育み、子どもが人や物と積極的に関わる経験が重要であることが明らかとなった。

以上のことから本研修テーマを設定した。

(2)研修の経過

本校の子どもたちは、素朴で素直であり、慣れた環境で、教師に促された活動に取り組むこと

ができる。その反面、教師の指示を待ったり、自分から活動に取り組んだりすることが少なく消

極的な面も見られる。これまでの研修では、子どもたちの良さを生かしつつ、自分から「やりた

い」「こうしたい」などという主体性や意欲を育むことが大切と考え、主体性に着目した授業づく

りに取り組んできた。昨年度までの２年間取り組んだ研修では、これまでの主体性や意欲を育む

ことに加え、今後の社会で必要となる「考える」力を育む授業づくりに関する研修を行った。研

修の成果として、以下の授業づくりにおける大切な視点が明らかになったことが挙げられる。

具体的には、子どもが何をするのか分かり、自分からやりたいと思い活動に取り組み、活動を

行って「良かった」「楽しかった」「またやりたい」と思える授業づくりが大切であること。その

ような授業にしていくためには、子どもが「やりたい」「やってみたい」等と気持ちが動くこと。

子どもが気持ちを動かし活動に取り組み、「できた」「やってよかった」「楽しかった」と感じるこ

と。つまり、教師に活動をやらされるのではなく、子どもがやりたいと主体的に活動に取り組み、

子どもたちが気持ちを動かし、関わりの中で主体的に考え取り組む授業づくり

～一人一人の実態に応じた目標設定と評価～
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他者から認められることで、成就感を味わい、またやりたいと思うことが重要である。そして、

授業づくりを行うための視点を実践から分析し、授業づくりの４つの視点の観点（図１）として

まとめることができた。

＜図１＞授業づくりの４つの視点の観点

課題としては、以下のことが挙がった。一つは、子どもの実態に応じた目標を個々に設定し評

価すること。二つ目は、目標や評価を教員間で共通理解することである。

子どもの実態に応じた目標設定では、各グループシートを使用し、話し合いながら単元で育て

たい集団の目標を設定できた。しかし、集団の目標を一人一人の実態に合わせた個の目標として

設定することに課題が残った。評価においては、子どもの行動を評価することができたが、行動

から子どもの気持ちを評価することに課題があった。授業の評価は単元の反省として集団で行

い、成果と課題が共有できたが、子ども一人一人の評価は個人作業になることが多く、個人の評

価を共通理解することに課題が残った。特に中学部、高等部においては、縦割りの授業のため、

学年と作業担当者との目標と評価の共通理解が十分行えなかった。

２ 研修の目的と方法

今年度は、子どもたちの資質・能力を育む授業づくりを行うことを目的とし、特に、子どもた

ち一人一人の実態に応じた個の目標を設定し評価をすること。目標と評価を共通理解することを

研修する。個の目標設定を行うための方法としては、単元カードやグループシート等ツールを活

用し、単元で育てたい資質・能力を集団と個で設定すること。子どもの気持ちを育む授業を考え

ること２点を行う。

単元作りや集団の目標設定の方法としては、各グループシートや単元カードを活用し、複数で

話し合いながら行う。また、評価では、評価についてのミニ研修を行い、複数で話し合いながら

行動から子どもの気持ちを評価する方法を探っていく。
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(1) 研修の目的

・子どもたちが気持ちを動かし、主体的に考え取り組む授業づくりを行い、子どもたちの資質・

能力（主体性と考える力）を育む。

＜今年度の重点的な取り組み＞・子どもの実態に応じた目標設定・評価の仕方を探る。

(2) 研修の方法

ア 授業づくりの４つの視点の活用した授業改善システム（PDCAサイクル） ＜図２＞

〇内容 ▼ツール ポイント

Plan 〇実態把握 ＜集団＞ ＜個＞ ▼グループシート
授

業

づ

く

り

の

４

つ

の

視

点

で

チ

ェ

ッ

ク

〇目標設定

１＜集団＞▼単元カード（T1 が作成）

０集団の実態を把握する

①集団の実態とグループ目標から単元で育てたい力を考える

②単元の目標を３観点で立てる

〇知識・技能〇思考・判断・表現〇関心・意欲・態度

③目標を達成するための活動内容を考える

④単元の目標を達成するための活動計画を立てる

⑤①～④について指導者で話し合う

２＜個＞ ▼グループシート（指導担当が作成）

０実態を把握する

①強みや得意なこと、あと少しでできそうなことを把握

②集団で育てたい力からその子の目指したい姿を想定する

③目標を設定する

④活動と支援を考える

得意なこと、

好きなことを

生かす

話し合って

作成

Do ・毎日の授業の中で何を目標としているか明確に

授業カードを作成し。打ち合わせで目標を共通理解

○実践と評価・実践をしながらこどものあらわれを見取り、評価する

〇支援①こどもが分かって動ける環境づくり

（見通し→安全→役割→目的）

②気持ちが動く課題設定・教材教具

共通理解

日々改善

Check ○日々改善 ・単元途中でも子どものあらわれから見直。

○事後検討会 ・４つの視点で授業を見たり、検討したりする

○単元の反省 ・目標は妥当だったか？支援は？

・何が良かったか、改善点は？どうしてなのか理由

も分析

・生活へ広げるためには？授業でできるだけでなく、

生活場面でできることが大事

理由を考える

なぜできた？

なぜ難しかっ

た？

Action ○改善案（次へのつながり）

・事後検討での意見を基に有効だったこと、次の目標などを話し合い

共有する。

成果と課題を

共有
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＜図３ 研修構想図＞

イ 全体研修

・４月 全体研修① 研修の目的と方法の共通理解、グループワーク（実態把握から課題設定）

授業力向上研修①自立活動

・５月 授業力向上研修②生活単元学習

授業力向上研修③作業学習

・７月 全体研修② グループ研修概要

・ 月 定期訪問 研修に関する指導・助言、授業づくりに関する講演会

・３月 全体研修③研修のまとめ（成果と課題の共通理解）

グループワーク（今年度の成果と課題の共有）

４
つ
の
視
点
で
チ
ェ
ッ
ク

学部・グループ目標

Plan（実態把握・目標設定）つけたい力 目指す姿

【実態把握】＜個＞・シート＜集団＞・単元カード

【目標設定】＜個＞・シート＜集団＞・単元カード

Do（実践）気持ちが動く活動 主体的に考える活動

【実践】

・授業カード

【日々改善】

・日々の話し合いで共有

Check（評価） 行動評価 気持ち・意欲の評価

【評価】・有効だった支援 ＜個＞・シート

・内面の評価 ＜集団＞・単元の反省

・改善点 事後検討会（グループを超え

Action（改善） 評価の共有 生活場面への広がり

【評価】子どものあらわれから有効な支援や次への課題を明らかにする

＜個＞ ・シート

＜集団＞・単元の反省

P
DA 日々改善

C

みんなで対話しながら

豊かな社会生活を実現する浜名の子

子どもたちが気持ちを動かし、関わりの中で主体的に考え取り組む授業づくり
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ウ グループ研修

(ア)研修テーマ及び窓口

(イ)外部助言者及び公開授業研究会日程

※助言者を招聘しての授業研究会は学習指導案（細案）

（ウ）校内授業研究会

※校内授業研究会は単元カード又は、学習指導案（細案）

（エ）ミニ研修

・研修の窓口の授業やグループ研修の目的等に関する知識や技能を高める研修を学部主事主導

で行う

自立活動グループ（窓口：自立活動）

『子どもたちが気持ちを動かし、自分で

思いをあらわす自立活動の授業づくり

～客観的・主観的な実態把握による目標

設定と子どもの変容～』

高等部グループ （窓口：作業学習）

『自分から考えて働く力を身に付ける作業学習～生徒の考える姿を引き

出す授業づくり～』

中学部グループ （窓口：作業学習）

『子どもたちが「やりたい」「やり遂げよう」と夢中になって取り組む作

業学習～子どもたちが夢中になるための課題設定～』

小学部グループ （窓口：生活単元学習）

『子どもたちが考える姿「やりたい！」「できた！」を実現する生活単元

学習の授業づくり～個に応じた目標設定の検討や、評価の共通理解～』

望
月

導
章

先
生

【
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
】

小学部G 浜北特別支援学校 和久田真由美先生
第１回 ６月20日(水)小 1,2年

第２回 11月９日(金)小 3,4年

中学部G 富士特別支援学校 笹原 雄介 先生
第１回 11月９日(金)手工芸班

第２回 ７月３日(火)木工班

高等部G 袋井特別支援学校 湯本 健治 先生
第１回 ９月21日(金)陶芸班

第２回 ７月18日(水)作業トレ

自立G 富士特別支援学校 安藤 桂子 先生
第１回 ６月20日(水)中学部

第２回 11月 9日(金)中学部

小学部G 5,6年 ９月

中学部G 陶芸班 10月 26日（金）

高等部G
環境整備班，サービス班

木工班，農耕班

７月13日（金）※定期訪問

10月 ３日（水）→１月16日（火）

※台風のため

自立G 小学部 ９月
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＜図４ ４つの視点＞

４つの視点 主体性 考える

考えるための材料

単元・授業展開の工夫

・どこに何があるか分かるようにする

・活動の終わりが分かるようにする

・役割分担を決め、工程表にして掲示する

・オノマトペを活用する

・安全を確保する

・子どもと一緒に楽しむ姿勢や雰囲気づくりをする

・友達の様子が見える配置にする

・刺激を精選する

・子どもが目標をもちやすいように短い

単元にする（現状：ふれあい広場まで

半年の単元では意欲の継続が難しい）

解決したい課題問い

課題設定・教材の工夫

・作りたいと思える製品を用意する

・子どもの実態にあった活動を設定する

・子どもが興味をもつ教材を用意する

・頑張れば、がんばっただけできる教材にする

・ワクワクするような遊具を用意する

・教師もやりたい、達成したいと思って取り組む。（子ど

もとの気持ちの共有が大事）

・“本物”を大事にする。（偽者では心は動かない）

・ノルマや売り上げ目標があるとよい

・子どもの実態にあった活動を設定する

・子どもが興味をもつ教材を用意する

対話と思考

単元・授業展開の工夫

・お客さんに製品アンケートを取る

・製品のデザインや色を考える

・製品が完成するたびに報告する場を設ける

・同じ活動を繰り返すことで、見通しをもちやすくする。

・次のステップを考えておく必要がある

・同じ乗り物でも乗り方、座る位置を変

えるなど工夫をする

・何が正しいか基準を明確にする

学習の成果

教師の関わり

・日々の子どもの状態に合わせる（見守るのか、関わる

のか）

・子どもがやりたくなるような前向きな言葉掛け

・代弁する

・子どもが安心できるような関わりをする

・担当だけでなく TT で全員を見られるようにする

・認め合う場を設け（終わりの会）みんなの前で認める

・教師の言葉が子どもにどう聞こえるか子どもになりき

って考えるようにする

・評価のフィードバックを行う

・教師も一緒に働く（監督ではない）

・大人の考えでなく、子どもの思考で遊びを考える

・子どもの反応や表出を待つ

・できなかったとき

→子どもの責任にしない

・即時評価を行う

・子どもに応じて言葉掛けの量とタイミ

ングを調整する

・子どもがやりたくなるような前向きな

言葉掛けをする
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３ 実践

（１）実態把握と目標設定

グループ研修において、下記図５のようなツールを使用し、実態把握と目標設定を行った。単元カ

ードと授業カードにおいては、学校全体で統一した書式を使用した。特に今年度は、単元カードの書

式を見直した。単元カードでは、①実態から②育てたい資質・能力③単元目標という順番で作成する

ようにしたことで、子どもの実態から目標を設定することを実践できた。また、単元の展開では、子

どもの気持ちの変化を記載することで、気持ちに沿った展開を考えることができた。

＜図５ 各グループの使用ツール＞

小 中 高 自立

実態

把握

○つながりシート ○個別の検討シート ○個別の検討シート ○幸せシート

○ＭＥＰＡ－Ⅱ

目標

設定

○単元・授業づくりシ

ート

○つけたい力シート

○単元づくりシート ○単元・授業づくり

シート①②

単元カード 授業カード

○グループシートを活用することで、個別に目標を設定することができた

○気持ちに着目した目標をたてることができた

○気持ちを育てるためには、具体的な姿を想定する必要があることが分かった

▼技能（方法）→気持ち（目的）であるが、目に見えやすいスキル（方法）が目標になりがち

▼実態把握は1回行えば終わりでなく、その都度やる必要がある。例えば、光を扱うときには、見え

方、感触のときには感じ方の実態把握がその都度必要になる。単元の進展やその日の子どもの様子に

合わせて課題設定や内容を変えるなど。

（２）評価

重点的な取り組み2点目、評価においては、定期訪問時に静岡県教育センター指導主事より指導・

助言を受け、学習評価及び授業評価2点を行うことが分かった。今年度グループ研修で行った評価を

学習評価、授業評価の観点で分類すると以下図６のようになり、評価が十分に行えていない現状が分

かった。

＜図６＞

小 中 高 自立

学習

評価

○指導記録 ・検討シート＋（作業日誌）

・個別の検討シート（事例の

み）

・検討シート＋（作業日誌） ○授業づくりシート

①②

授業

評価

・単元作りシート

授業研究時の事後検討

○学習評価において、教師の評価だけでなく、生徒が成果を実感できることが大切である。

▼目標と比較して評価が十分に行われていない

▼学習・授業2点を整理して評価する必要がある

▼結果だけでなく過程も評価し、記録すること
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４ 成果と課題

（１）成果

研究テーマ“気持ちを動かし、関わりの中で主体的に考え取り組む授業づくり”について、今年

度のグループ研修の実践から、以下の要素が明らかとなった。

【グループ研修の取り組みから】

授業づくりで大切なこと（子どもにとって） 有効であったこと（教師にとって）

小 ・達成感を感じる

・自分の意見が取り入れられる

・好きな活動を行う

・一緒に楽しむ人がいる

・話し合いをすること

・ＶＴＲを使い、気持ちを複数で考える

中 ・目的や目標が分かる

・自分のアイデアを生かせる

・自分で良否の判断ができる

・得意なことを生かせる

・達成感・成就感を感じる

・話し合うこと（日々）

・今年の取り組みを評価し、改善をすぐに行う

（次年度の単元配列の見直しをした）

・得意を生かす

・子どもの興味・関心・気持ちに沿った課題設定

高 ・やりがいや責任感を感じる

・（何のため、なぜ）やることが分かる

・自分で判断したり、仲間と相談したりする活動

・目指す姿を共有する

・考えて働く姿を具体的にイメージする

・計画的に検討を行う

自

立

・見通しがもてる

・表出を受け取ってもらえる

・フィードバックしてもらえる

・気持ちの見取りの共通理解

・育てたい力を明確にする

・週１回グループ会を行い話し合う

・各グループの要素をまとめると、子どもがやることが分かり、やりたいと思えること。そのような

授業を行なうためには、複数で話し合い明確にした目標を共通理解して授業づくりを行うことが大

切である。そのためには、個々の実態を適切に把握することが前提として必要。

（２）課題

小 ・グループ内で様々な実態の子どもたち一人一人の気持ちや表出を汲み取ることが難しい

・実態把握したことをグループの教員で共有する

・実際に活動していく中で子どもの実態に合わせて目標を適切に変えていく

中 ・生徒が気持ちを表現すること

・実態把握に基づいた一人一人に合った環境設定・課題設定をすること

・結果だけでなく過程を評価し記録すること。子どもが成果を実感できる評価を行うこと

高 ・授業検討に十分に時間が割けていない（作業担当と学級担当が異なるため連携が重要）

・生徒が自分から考えて活動したくなる課題設定

自

立

・一人一人の実態をその都度把握していく

・実態把握したことを授業づくりに生かすこと

・実態把握や子どもの実態に合った活動を設定すること、授業の進行に合わせて、設定した目標を実

態に合っているのか評価し、目標を再設定することに課題がある。
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５ 来年度に向けて

来年度は、引き続き子どもが「やりたい」「伝えたい」などと主体的に“気持ちを動かし、活動に取

り組む”授業づくりを研究していきたい。

これまでも、意欲などの資質・能力を育むため、子どもが主体的に気持ちを動かし取り組む授業づ

くりを研究してきた。今年度の実践や新学習指導要領から、知識・技能を身につけ、自ら思考・判断・

表現し、意欲を育んでいくためには、子どもが主体的に気持ちを動かし活動に取り組むことの重要性

が分かった。

また、今年度の研究から、子どもが気持ちを動かし主体的に取り組むためには、子ども一人一人の

実態を把握し、実態に合った活動を設定することの大切さが確認できた。それから、子どもが自ら主

体的に活動に取り組むと「考えて活動」することができ、逆に教師主導の活動になると、教師の指示

を待ち、「考えないで活動」することも再確認できた。

加えて、子どもの実態は日々変化をしていくことから、実態と活動や課題などが合っているのか評

価を行い、実態と活動や課題の整合性を適時評価する必要がある。また、評価においては、子ども自

身が成果を実感できるよう適切に教師がフィードバックしていくことで、子どもの気持ちが動き、よ

り主体的に取り組めることが明らかになった。

以上のことから来年度は、以下２点について重点的に取り組み子どもの資質・能力を育む授業づく

りを行っていきたい。

１点目は、複数で話し合いながら実態把握と目標設定を行うことである。授業づくりにおいて何よ

り大切であり難しいことは、実態把握である。これまでの研究において、複数で話し合いながら実態

を把握し、目標設定することが、有効であったことから、複数で、実態把握から目標設定を行うよう

にする。その際、新学習指導要領で示されている、一人一人に応じた資質・能力を育んでいけるよう

知識・技能の目標だけでなく、意欲や思考力など3 観点で目標設定をたて、育てたい力を個々に明確

にし、子どもの内面を育んでいけるようにしたい。

２点目は、複数で話し合いながら授業評価・学習評価をしていくことである。今年度の研究におい

て評価が課題として挙がった。特に、授業を行ないながら、設定した目標が実態に合っているのか、

気持ちが動いているのか、主体的に取り組めているのかなどと評価し、子どもに合ったものに変更、

調整していくことが課題として残った。一人一人の実態に合った授業を行なうためには、適宜評価を

行う必要がある。

そのため、来年度は、単元終了時だけでなく、単元途中にも複数で話し合って評価をするようにし

たい。その際、授業評価として、これまで培ってきた授業づくりの４つの視点に加え、子どもの行動

から気持ちを読み取り、内面を育めた授業であったか評価すること。学習評価として、子ども自身が

学習の成果を実感しているか評価していきたい。


