
一人ひとりが豊かに生きることをめざして 
 

岩国・和木支部 

 

 

１ はじめに 

本支部は、岩国市の合併に伴い新しく組織されて今年度で５年目となる。特別支援学級設置校は、小学校２６

校５１学級、中学校１５校３０学級である。 

本年度も、一人ひとりの力と個性を発揮し、生活経験を広げる場として、小・中合同の行事（なかよし運動会）、

小・中学校別の行事、小・中学校別の合同学習を計画し、生活力・実践力の育成を図るべく共同研究を進めてい

った。合同学習は昨年と同様に、小・中学校ごとに計画・実施している。 

 

２ 研修・活動の歩み 

（１）全体の研修会 

ア ４月 ２６年度の活動報告，２７年度の活動計画，役割分担，研修計画 

イ ７月 なかよし運動会計画 

ウ 12月 なかよし運動会打ち合わせ 

エ ２月 今年度のまとめ，来年度の計画 

（２）合同行事 

ア ６月 社会見学 【中学校】 （宮島方面） 

イ ７月 なかよし宿泊学習 【小学校】 （山口県ふれあいパーク） 

ウ ２月 なかよし運動会 【小・中学校合同】（岩国総合運動公園体育館） 

（３）研修会 

  ア 小・中学校合同研修会 １回（小グループでの意見交換、情報交換） 

イ 小学校 行事ごとに２回（宿泊学習の計画，合同学習の計画） 

ウ 中学校  行事ごとに１回（社会見学の計画，合同学習の計画） 

（４）小・中学校別の合同学習 

ア 小学校 

（ア）図書館の利用と買い物学習， 

（イ）近隣校での活動（玖西地区、玖北地区、その他）：合同学習会：海水浴 お楽しみ会 遠足 

イ 中学校 

（ア） 全体での活動：工作と交流会（１１月） 

（イ） 研究授業・研究協議（７月）、岩国総合支援学校見学（１０月） 

３ おわりに 

小・中学校合同行事であるなかよし運動会の開催は、計画や準備の引き継ぎが難しい面もあるが、児童・生徒

はそれぞれの行事を楽しみにしており、生き生きと活動する姿が見られている。また、小・中学校別の行事や合

同学習についても、継続することで、児童・生徒が見通しをもって、それぞれの活動に向けての生活単元学習に

意欲的に取り組めるようになっている。 

過去の研修や活動を継続しながら、児童・生徒がより主体的に取り組める活動をめざしていきたい。 



大島支部活動についての報告 
～一人ひとりの可能性を伸ばし、生きる力を育む指導の工夫～ 

 

大島支部 周防大島町立島中小学校 教諭 福岡 則彦 

 

 

１ はじめに 

大島支部では、小中学校 16 校の内 11 校に特別支援学級が設置され、計 35 名の児童生

徒が在籍している。今年度の本支部の研究主題を、『一人ひとりの可能性を伸ばし、生きる

力を育む指導の工夫』とし、研修会や活動を行ってきた。  

本年度の活動の様子を反省等を踏まえながら報告する。 

 知 肢 自・情 計   知 肢 自・情 計 

久賀小学校   ３ ３  安下庄小学校 １  ２ ３ 

三蒲小学校   １ １  久賀中学校   ２ ２ 

明新小学校 ３  ８ 11  大島中学校 ２   ２ 

情島小学校 １  ２ ３  東和中学校   ５ ５ 

城山小学校  １ １ ２  安下庄中学校 ２   ２ 

島中小学校 １   １  小中計 １０ １ ２４ ３５ 

 

２ 研修・活動のあゆみ 

（１）４月３０日 周防大島町小中学校教育研究会（第１回特別支援教育部会研修会）  

  ・会 場 周防大島町立久賀中学校  

  ・参加者 町内特別支援教育部会員  

  ・内 容 研究主題・役員の決定と研修・活動の年間計画の決定  

（２）６月２２日 第２回特別支援教育部会研修会  

  ・会 場 周防大島町立島中小学校 会議室 

  ・参加者 町内特別支援教育部会員  

  ・内 容 ①山特連総会の報告  

       ②山特連夏季研修大会について 

       ③なかよし交歓会について  

       ④社会見学について  

（３）7 月７日 周防大島町 なかよし交歓会  

・場 所 橘総合センター  

・参加者 特別支援学級在籍児童生徒・保護者・担任  

・内 容 ①自己紹介  

       ②買い物ごっこ  

       ③調理実習  

       ④レクリエーション  

 

調理実習  



・概 要 

買い物ごっこでは、食材とカードを交換する方法にすることで、コミュニケーシ

ョンの苦手な児童生徒にとっても買い物がしやすく、意欲的に買い物をすることが

できた。カレーライス作り、フルーツヨーグルト作りでは、児童生徒が協力して野

菜や果物を切ったり、カレーの材料を炒めたりする姿が見られた。できあがったカ

レーライスやフルーツヨーグルトは、友だちや保護者の方と楽しくコミュニケーシ

ョンしながら食べた。レクリエーションではカーリングやストラックアウトなどの

ニュースポーツや、スイカ割りを体験した。全員がルールを守り楽しく活動できた。 

（４）8 月 19 日   

・場   所    

・実践発表者  

  ・参 加 者 

山特連夏季研究大会  

山口教育会館  

柳井支部より（生活単元学習）  

大島支部より 2 名 

（５）11 月 17 日 

・場 所 

 

 

 

 

特別支援学級合同社会見学  

大畠駅（切符の購入体験・電車乗車体験）  

やまぐちフラワーランド（ティーマット  

作り・園内の見学） 

柳井市立柳北小学校（昼食・自由遊び：小学校） 

ウェルネスパーク（昼食・自由遊び :中学校） 

あさひ製菓株式会社 果子乃季（工場見学等） 

 

 

・参加者 

・概 要 

特別支援学級在籍児童生徒・担任   

大畠駅で切符購入体験をし、柳井駅までの電車体験を行った。切符購入体験では、

自動販売機で各自が切符を購入した。電車に乗った経験が少ない子どもが多く、駅

の構内や窓から見える風景を楽しんでいる姿を見ることができ、どの児童生徒にと

っても良い経験となった。やまぐちフラワーランドでは、ティーマット作りを行っ

た。押し花をラミネートシートの中に思い思いにならべ、オリジナルのマットを作

成した。短時間で簡単に作成することができるので、皆が集中して一生懸命作るこ

とができ、良いお土産となった。あさひ製菓株式会社「果子乃季」では、わかりや

すい説明を聞きながら実際にお菓子やケーキを作っている場面を見ることができと

ても興味深く見学することができた。案内の方にたくさん質問もでき、有意義な時

間を過ごすことができた。日頃できない体験やたくさんの友だちと交流することが

でき、子ども達一人ひとりの心に残る活動となった。 

 

３ おわりに 

児童生徒が社会性を身につけることができるよう、交流を通してたくさんの方との触

れ合いを行ってきた。本年度も様々な体験の場を設定することができ、子ども達はいろ

いろな人と関わり合う喜びや、新しいことを経験する楽しさを知ることができたと思う。 

今後も児童生徒の希望や願い、保護者の方々の思いに寄り添いながら子ども達とでき

る喜びを共有し、達成感を味わうことができる支援の在り方について研修を深めていき

たいと考える。  

ティーマット作り  



一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援 
 

                                   柳井支部 

 

  

１  はじめに 

  本支部は、小学校９校、中学校３校から構成されている。ここ数年、学級数と在籍

数は、小・中学校とも増加の傾向にあり、個々の障害の実態は多様化している。その

ため、児童生徒一人ひとりの発達段階や学習能力など、その実態把握を適切に行い、

よりよい学習環境を提供し、ニーズに応じた適切な支援を行っていく必要がある。そ

こで、本年度は上記のように主題を設定し、研修を進めた。  

 

２  研修のあゆみ 

  ５月１３日    ○第１回協議会（柳井小学校） 

              ・研修課題及び研修内容、研修計画、活動計画の立案  

              ・柳井市合同体験活動打ち合わせ  

    ８月２５日         ○夏季研修会 (新庄小学校)  

※ 台風のため中止（資料配付） 

                             ・子どもの将来を見据えた進路支援のあり方  

                                          ～キャリア教育の視点から～ 

                              講師  

                               山口県立田布施総合支援学校  

進路支援課長 村上 雄一 様                 

１０月６日     ○合同体験活動（やまぐちフラワーランド） 

                            ・児童生徒６５人参加 引率教員 ３０人                 

                   ・自然に親しむ体験活動や他校児童生徒とのふれあい  

   ２月２３日    ○第２回協議会（新庄小学校）   

             ・今年度の研修のまとめ、反省、情報交換  

 

３  おわりに 

  一人ひとりの生活体験の拡充や他校児童生徒とのふれあいをねらって、合同体験活

動を計画した。花の植え付けや班でのゲームを共にしたので、他校の友だちとの交流

がしっかりと図れた。夏期研修は台風のため実施できなかったが、資料から田布施総

合支援学校の実践や、在学中や卒業後に支援機関とどうつながっていくかなど、具体

的に学ぶことができた。今後も小・中学校の連携を深め交流を図りながら、児童生徒

一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援のあり方について一層の研修に努めていきた

い。 



一人ひとりのよりよい確かな  

  生きる力を育む支援のあり方   
 

熊毛支部 

 

１ 第１回研修会 

(1)   日  時  平成２７年５月１４日（木）１５：００～１６：００ 

(2)   会  場  田布施町立麻郷小学校 

(3)  研修内容   

ア 昨年度の活動報告・決算について 

イ 今年度の活動計画・予算の検討 

ウ 山特連熊毛支部校外学習について 

エ 山特連熊毛支部宿泊活動について 

オ 山特連夏季研修大会について 

 

２ 山特連熊毛支部校外学習 

(1)  目  的 

ア 校外における体験を通じて、平素の指導を充実・発展させるとともに、社会性や

自主性を養う。 

イ 他校及び異年齢の児童生徒との交流を通じて、協調性や集団生活のルールを学ぶ。 

(2)  日  時  平成２７年７月７日（火）１０：００～１４：１０ 

(3)  場  所  くだまつスポーツセンター 

(4)  内  容  ボウリング、ゴーカート 

(5)  日  程 

ア 開会行事（支部長挨拶・進行の説明） 

イ ボウリング大会（１ゲーム） 

ウ 昼食 

エ ゴーカート 

オ 閉会行事（参加賞授与・支部長挨拶） 

 

３ 第２回研修会 

(1)  日  時  平成２７年８月６日（木）９：３０～１１：３０ 

(2)  会  場  田布施町立麻郷小学校 

(3)  内  容 

ア 個別の指導計画についての情報交換 

イ 講話「個別の指導計画の作成および活用について」 

   講師 光市立光井小学校 教諭 西川 麻里子 様 

ウ 宿泊活動について 



４ 第３回研修会 

(1)  日  時  平成２７年１０月２日（金）１５：００～１６：３０ 

(2)  会  場  田布施町立麻郷小学校 

(3)  内  容 

ア 宿泊活動の内容の確認 

イ 児童生徒のグループ編成および引率教員の役割分担 

 

５ 山特連熊毛支部宿泊活動 

(1)  目  的 

ア 児童・生徒の学習の場を山口県スポーツ交流村に移し、平素の指導を充実・発展

させるとともに、社会性や自主性を養う。 

イ 他校の児童・生徒と集団生活をすることにより、協調性や集団生活のルールを学

ぶ。 

(2)  期  日  平成２７年１１月５日（木）１０：００～６日（金）１２：１０ 

(3)  場  所  山口県スポーツ交流村 

(4)  活動内容 

ア １１月５日（木）【第１日目】 

(ｱ)  入村式 

(ｲ)  グループ活動 

(ｳ)  ネイチャークラフト・クルージング 

(ｴ)  夕べのつどい 

(ｵ)  お楽しみ会（各校の発表） 

イ １１月６日（金）【第２日目】 

(ｱ)  朝のつどい 

(ｲ)  コーディネーショントレーニング 

  

６ 第４回研修会 

(1)  日  時  平成２８年１月２９日（金）１５：００～１６：３０ 

(2)  会  場  田布施町立麻郷小学校 

(3)  内  容 

ア 本年度の活動の反省 

イ 来年度の活動について 

 

７ 活動を振り返って 

  本年度、個別の指導計画について、講師を招き、指導講話を聞いたり他校の個別の指

導計画についての情報交換をしたりしたことにより、指導に生かす個別の指導計画の作

成および活用について学ぶことができた。一方、これまで本支部で行われてきた校外学

習や宿泊活動に、本年度も児童生徒は生き生きと活動できたが、経費や運営等の面から、

来年度以降、その内容等についての検討が必要になってきた。児童生徒にとって、生き

る力となる研修内容・活動となるよう、今後も本支部の活動を推進していきたい。 



自立に向けてたくましく生きる子どもの育成 
～生きる力につながる体験学習のあり方を探る～  

 

下松支部  

１ 研究の目的 

 体験学習を通して、他校の児童生徒との交流を図り、人とかかわる力や目的に応じて

活動する力を養い、たくましく生きる児童生徒の育成を図る。  

２ 研究のあゆみ 

  ５月 連絡協議会 研究組織・研修主題決定、年間計画作成  

  ５月 連絡協議会 第１回体験学習の計画検討 

  ６月 第１回体験学習「ふれあいフェスタ 2015」実施（下松スポーツ公園体育館）  

  ７月 連絡協議会 第２回体験学習計画検討  

 １０月 第２回体験学習「動物園に行こう」実施（周南市立徳山動物園）  

 １２月 連絡協議会 第３回体験学習計画検討  

  １月 連絡協議会 第３回体験学習打合せ、文集作成について  

  ２月 第３回体験学習「卒業生を励ます会」実施（ほしらんど  くだまつ）  

  ３月 連絡協議会 研修の反省とまとめ、来年度への見通し  

３ 研究の経過 

 本支部は、市内１０校に特別支援学級があり、今年度は在籍児童生徒が 100 名を越え

る状況である。また、本年度はブロックに分かれた活動でなく、全体で同じ体験活動を

仕組む年度であったため、活動の充実をねらい、メンバーの構成を考慮した１０のグル

ープ編成を行った。 

 第１回体験学習「ふれあいフェスタ 2015」では、グループ毎に、まず、自己紹介をし、

その後、レクリエーションを行い、どの子どもも活動に意欲的に取り組むことができた。

継続して行っている活動のため、児童生徒も見通しをもちやすく、中学生が主になって

交歓会全体のお世話をすることができた。 

 第２回の体験学習「動物園に行こう」では、各学校ごとに公共交通機関を利用し、隣

の市の徳山動物園まで移動した。動物園では、グループに分かれクイズラリーを行い、

他校の友達と協力して楽しくクイズを解くことができた。その後はまた学校ごとに分か

れ、レストランでの食事や買い物学習等の多様な体験活動を仕組むことができた。  

 ３学期は「卒業生を励ます会」を実施した。在校生は、一年間共に活動した同じグル

ープの卒業生にメッセージを書いて送ったり、一緒にゲームをしたりした。卒業生は一

人一人が、周りの人への感謝の気持ちなどを言葉で堂々と発表することができた。 

４ おわりに 

 体験学習では、１年間を通して同じグループのメンバーと活動を行うので、子ども同

士のかかわりが深まっている。また、連絡協議会での話合いをもとに立てた詳しい計画

が子ども達の活動の充実につながったと思う。年度末には支部の活動の反省を行い、次

年度さらに充実した活動になるよう、意見を出し合い、情報交換を行いながら連携して

取り組んでいきたい。  



   一人ひとりがもっている力を発揮し、 

心豊かに育つための支援のあり方 
                   ～ 個別の指導計画をもとにして ～ 

 

                                                                        光支部  

 

 

１ はじめに 

    本支部は、小学校９校、中学校５校から構成されている。小・中合同での体験活動を

通して児童・生徒の交流を深め、活動の中で一人ひとりの力が発揮される機会を設け、

心豊かな子どもに育つように支援を行っている。本年度は、研修主題に基づき教員の資

質向上のための研修会を５回実施した。 

 

２ 研修及び活動内容 

  ５月 １日（金）光市教育研究会総会及び部会別研修（研修主題決定、研修計画立案） 

６月１１日（木）～１２日（金）小中合同宿泊活動（於山口県スポーツ交流村）  

６月１７日（水）市教研一斉研修（授業研究）  

          内容 通級指導教室での自立活動「話し合いマスターになろう」  

          授業者 室積小学校 水品朝美教諭 松本マリコ教諭 

                    田中みどり教諭  

指導者 山口大学教育学部 講師 須藤邦彦先生  

  ８月１１日（火）市教研実技研修（講演およびワークショップ）  

                   内容 ペアレント・トレーニングについて学ぶ 

                    指導者 土生クリニック 臨床心理士 高橋亜希子先生 

  ８月２１日（金）市教研専門部会研修（インシデントプロセス法による事例検討会） 

                    内容 通常学級における周囲の児童・生徒や保護者との関わり方 

                    指導者 地域コーディネーター 室積小学校 水品朝美教諭 

  １１月１８日（水）市教研一斉研修（授業研究） 

                    内容 自立活動「自己理解と心理的安定」 

                    授業者 島田中学校 藤田浩教諭 

           指導者 地域コーディネーター 室積小学校 水品朝美教諭 

２月 ２日（火）小中合同校外学習（於くだまつスポーツセンター） 

 

３ おわりに 

  合同校外学習は例年通り児童・生徒が積極的に活動できる場として成果をあげた。ま

た、教員の研修では、特別支援学級在籍の児童・生徒に限定せず、通級指導教室や周囲

の児童・生徒、そして保護者に対する支援のあり方まで広く研修することができた。今

後研修で得たことを通常学級担当の先生方に積極的に情報発信していきたいと考える。 



一人ひとりの教育的ニーズに応じ、 

生きる力を育む支援のあり方  

 

周南支部 

１ はじめに 

  周南支部は支部全体を、東部・中部・西部の３地区に分け、地区ごとに活動を行って

いる。今年度の特別支援学級設置校は以下のとおりである。  

 東部 中部 西部 支部全体 

（小学校） 

知的障害 

情緒障害 

肢体不自由 

難聴 

弱視 

５校（７学級） 

５学級 

２学級 

０学級 

０学級 

０学級 

１０校（２６学級） 

９学級 

１２学級 

３学級 

１学級 

１学級 

９校（１５学級） 

７学級 

８学級 

０学級 

０学級 

０学級 

２４校（４８学級） 

２１学級 

２２学級 

３学級 

１学級 

１学級 

（中学校） 

知的学級 

情緒学級 

肢体不自由 

難聴 

弱視 

１校（２学級） 

１学級 

１学級 

０学級 

０学級 

０学級 

６校（１１学級） 

３学級 

６学級 

１学級 

１学級 

０学級 

５校（１０学級） 

５学級 

４学級 

１学級 

０学級 

０学級 

１２校（２３学級） 

９学級 

１１学級 

２学級 

１学級 

０学級 

 

２ 研修及び活動報告 

（１） 支部代表者会議 ６月１９日（金） 久米公民館 

①  指導講話「周南市における特別支援教育について」 

      周南市教育委員会 学校教育課 指導主事 福田 康子 様 

② 県支部長会の報告 

③  本会の組織及び活動 

④ 各地区別交流会計画（各地区別協議） 

 

（２） 各地区の活動  

① 東部地区 

期 日 １１月２日（月） 

   場 所 ゆめプラザ熊毛  

   内 容 カレーを作ろう 班対抗ゲーム大会 お話を聞こう  

カレー作りのための買い物では、中学生がよく小学生の意見を聞き入れ、上手に

まとめることができた。調理実習では、カレーを初めて作る児童が多く、洗ったり、

切ったりする活動を通して、生活経験を積むことができた。 

 



② 中部地区 

【小学校Ａグループ】 

期 日 １１月９日（月） 

場 所 周南市徳山動物園 

内 容 動物園めぐり  

グループ活動の当初は緊張のためか一部に表情の硬い児童がいたが、活動を続け  

る中で、多くの児童が笑顔を見せながら互いに関わり合い、声を掛け合う姿が見ら

れた。 

 

【小学校 B グループ】 

期 日 １１月２０日（金） 

場 所 周南市徳山動物園 

   内 容 動物園めぐり  

７つのグループに分かれて動物に関するクイズに答えながら動物園内を回った。

限られた時間ではあったが、グループ内で協力して答えを探し、楽しく過ごすこと

ができた。本年度は会場までの交通移動手段としてＪＲ、路線バスを利用した。  

 

【中学校】 

期 日 １０月７日（水） 

   場 所 周南市立住吉中学校  

   内 容 調理活動 風船バレー 

午前は、他の中学校の生徒と交流しながらカレー、フルーツポンチを調理した。

準備や後片づけにも協力して取り組むことができた。午後は住吉中学校体育館で風

船バレーを楽しんだ。風船を落とさないよう一人ひとりが協力し、各校の交流を深

めることができた。  

 

③ 西部地区 

期 日 １１月１９日（木）  

場 所 新南陽ふれあいセンター  

内 容 ゲームランド ＡＦＰＹ 

魚釣りや、コマ回し、けん玉、紙飛行機などの遊ぶ場を設けて、班ごとに活動し

た。中学生が小学生をリードしながら活動するなど、コミュニケーションの上でも

良い学習の場となった。午後は県レクリエーション協会の方を講師に招いて AFPY

で活動した。 

 

３ おわりに 

  各地区、児童生徒の実態や発達段階を考慮した交流活動を行った。活動内容も各校か

らアイデアを持ち寄り、児童生徒が楽しみながら様々な能力を身につけられるようにし

た。今後も、交通手段や交流活動の持ち方などを工夫しながら活動内容の充実を図って

いきたい。 



個々の障がいに応じた学習指導及び 

生活指導の内容・方法の改善と充実 

 
山口支部  

 

 

１ 研究主題について  

  特別支援教育部会の部員は、さまざまな障がいのある児童・生徒に対して、日々一人

ひとりに応じた学習や生活の支援を行っている。障がいの特性や状態が多様化し、その

対応には年々難しさを感じているところである。 

そこで、今年度も引き続き昨年度と同じテーマを設定し、さらによりよい支援を目指

して研修を深めていくことにした。  

 

２ 研究の取組 

(1) 山口市教育研究会特別支援教育部会    

日 時：平成２７年５月７日（木）   

場 所：山口大学  

内 容：①役員選出、平成２６年度事業報告及び会計報告  

②今年度研究主題及び研究計画の立案  

(2) 部会研修視察    

日 時：平成２７年７月３０日（木）１０：４５～１５；３０  

場 所：医療法人若草会「フィオーレ」  

社会法人アス・ライフ「アス・ワーク」  

内 容：業務および支援の見学  

(3) 部会研修会 

日 時：平成２７年８月１７日（月）  

場 所：セミナーパーク研修室  

内 容：心理検査の読み取りと活用の方法            

（ふれあい教育センター丸山敦子指導主事  武居奈緒子臨床心理士） 

(4) ブロック研修会  

３つのグループに分かれ、それぞれ研修主題に沿って研修を行った。各ブロック    

の研修内容は以下のとおりである。  

 

◆ Ａ・Ｂブロック  

   日 時：平成２７年８月１７日（月）   

場 所：セミナーパーク研修室  

   内 容：インクルーシブ教育と合理的配慮について・情報交換  



◆ Ｃ・Ｄ・Ｅブロック  

    日 時：平成２７年８月２１日（金）   

場 所：名田島地域交流センター  

内 容： ことばの発達について・保護者の支援について   

（田中幸雄 指導主事） 

◆ Ｆ・Ｇブロック  

日 時：平成２７年１２月２５日（金）   

場 所：山口市立平川中学校                   

内 容：講演「特別支援教育におけるＩＣＴの活用」  

（宮本剛研究指導主事、森脇敏雄研究指導主事）   

  

３ 研究の成果と今後の課題  

  児童・生徒の実態と課題を見つめ、一人ひとりのニーズに合った教材や指導を求めて、

今年度も研修を行ってきた。  

部会研修では、心理検査（ＷＩＳＣⅢ）の総合的解釈（読み取りと活用）について演

習を交えた講義を受けた。プロフィール表における各項目について、一つずつ説明があ

ったので分かりやすかった。演習に取り組むことで、グラフの読み取り・解釈・支援の

手立て、検査時の行動観察から考えられる見立て・解釈の仕方がよく理解できた。学ん

だ事を持ち帰り、児童・生徒のＷＩＳＣ結果をあらためて見直すことで、今後の支援に

役立てることができた。 

  研修視察では、施設の見学や説明を通して、利用者さんたちの就労やよりよい生活に

向けての取組を具体的に知ることができた。児童・生徒たちの将来を見据えて「この子

たちにとって、就労にあたり必要とされるスキルは何か？」という視点をもって支援し

ていく大切さを学ぶことができた。今後も先進的な事業所等を視察したいという声も  

あがった。  

  グループ研修では、個々の障害に応じた学習指導や生活指導について研修を行った。

実際の指導事例をもとにした情報交換を行うことで、日々の悩みや課題を共有でき、支

援の方法や教材を工夫するヒントを得ることができた。また、「タブレット型端末活用の

基礎」についての講義では、基礎的な知識や技能が得られただけではなく、「プレゼンテ

ーションは、見せっ放しではなく、児童・生徒に動きを起こさせなくてはならない」と

いった活用の際の心得についても指導助言を得ることができた。タブレット型端末を使

用することによって何を身につけさせたいかという目的・ねらいを教師がはっきりもち、

効果が得られるような環境を設定することが重要という提言にはうなずかされるものが

あった。今後、このような有意義な研修について、さらに多くの会員に参加を促し、特

別支援教育の啓発に力を入れていく必要があると思われる。  

  今回の研修で学んだことを生かしながら、児童・生徒一人ひとりの実態をしっかり見

つめた支援を続けていきたい。  



平成２７年度支部活動報告 

防府支部 

 

１ はじめに 

  本支部では、毎年２月中旬に、市内の小学校・中学校の特別支援学級、山口県立防府

総合支援学校が合同で「卒業生を送る会及び学習発表会」という行事を実施している。

この行事に向けて、各校が協力して内容・支援方法を決め、合同練習を行った。さらに

小学校・中学校の各部会に分かれて、各学校における取組の情報交換を行うなど、部会

ごとに研修を進めた。 

                 

２ 研修の歩み 

  H27.6.8  第１回小中合同主任研修会 

        ○会計について 

○「山口県特別支援教育研究連盟研修大会」について 

   ○防府支部の研修について 

   ○「卒業生を送る会及び学習発表会」について 

   ○検討事項について 

  H27.8.19  山口県特別支援教育研究連盟研修大会 

             第１３分科会 自立活動 担当 

    H27.12.4  第２回小中合同主任研修会 

             ○研修活動について 

   ○「卒業生を送る会及び学習発表会」について 

   ○検討事項について 

  H28.2.10 「卒業生を送る会及び学習発表会」の実施 

             ○実施に向けて  

         H27.11.26 

                H28. 1.19 

              H28.1～2 

第１回当番校打ち合わせ会 

第２回当番校打ち合わせ会 

会に向けての交流学習 

             ○当日  

 

 

 

 

・小学校及び中学校の特別支援学級、総合支援学校（小学部及び中学

 部）の卒業生を祝福 

・小学校（７つのグループ別）、中学校、総合支援学校（中学部）ご

 とに学習成果の発表 

  H.28.2~3     本年度の研修活動のまとめ、決算・監査 

 

３ おわりに                  

  研修会への参加や情報交換を通して、一人一人の教育的ニーズに応じた具体的な指導

内容・方法について研修を深め、日々の実践に生かすことができた。また、「卒業生を

送る会及び学習発表会」では、他校との合同練習において連携しながら児童生徒を支援

することによって、実態に応じた指導や支援について考える機会となった。また、友達



と協力しながら主体的に活動することによって、自分たちが主役であるという自覚と自

信をもって発表する児童生徒の姿が見られた。 

  今後も、研修部員一人一人が、個々の児童生徒への適切な指導・支援のあり方につい

て、精進していきたい。  

 

   



特別支援教育におけるキャリア教育（進路指導）の

あり方 

 
宇部支部 

 

 

１ はじめに 

  生徒たちが学校を卒業した後に、どのように社会と関わりながら生活を送ることができるかということを

考える上で、本人や保護者の願いを聞き適切な支援をしていくため、研修を企画した。特別支援教育におけ

るキャリア教育において、就労ということを重視しながら研修を重ねた。 

 

２ 活動内容 

（１） 第１回宇部市中学校特別支援学級担当者研修会 

        ア 4月 14日（火）に実施。 

  イ 本年度の役割を決定する。 

（２） 第 2回宇部市中学校特別支援学級担当者研修会 

        ア 5月 14日（木）に実施。 

  イ 本年度の研修計画を立案する。 

(３) 宇部市中学校特別支援学級野外活動 

  ア 6月 5日(金)に実施。 

イ ときわキャンプ場で野外炊飯活動を行う。学校の枠を解いて班を作り、生徒たちはいつもと違う

仲間と仲良く活動することを目標に頑張った。今年度は雨天のため、東部の中学校が上宇部中学校

で、西部の中学校が桃山中学校の調理室で実施した。 

（４）宇部市中学校特別支援学級社会見学 

  ア 7月 3日（金）に実施。 

  イ 消防学校に行き、被災教育を受けた後、煙体験や地上３階からの脱出袋での降下訓練、地震体験を

行った。買い物学習も実施した。 

（５） 第 3回宇部市中学校特別支援学級担当者夏期研修会 

    ア 7月 30日（木）に実施。 

    イ 午前中に研修、午後に施設見学を行う。 

    （ア） 障害者種別研修会を行う。  

(イ)  ぐうですぐう（就労継続支援事業 B 型）を見学する。 

   Ａ 施設見学 

Ｂ 施設などの説明  

   (６)  宇部市小・中学校なかよしふれあい運動会 

    ア 10月 2日(金)に実施。 

       イ  西部体育館での小・中合同運動会を行う。 



(７)  宇部市中学校特別支援学級作業体験学習 

    ア 11月 10日(火)～11月 13日(金)に実施。 

    イ ときわ公園での落ち葉集め作業を行い、働くことの意義や大変さを考えつつ活動した。 

３ おわりに 

夏季研修会の施設見学では障がい者の方々が実際に働いている現場も見学でき有意義であった。また、作業

体験学習では障がい者の方々と同じ作業を生徒が体験することによって、実際に社会で働くことを生徒も疑似

体験することができたいへん有意義な体験になった。 

生徒の活動の中で、他校の生徒とふれあえる場面をなるべく多く設けた。生徒たちは他の学校の生徒とも仲

良く触れ合うことができ、コミュニケーションスキルを高めることに役立ったと感じた。 



 平成２７年度 山陽小野田支部活動報告 

１ 本年度の活動状況 

(1) 研修会  

①夏季研修会 

    日時 平成２７年 ８月４日（火） 

    場所 きらら交流館（大研修室） 

    対象 山陽小野田市特別支援学級担当者及び特別支援教育に関心のある教職員 

    講師 山口県立田布施総合支援学校  教諭 鬼武 明子 

    内容 「教材・教具の作成と活用」 

        ～教材作成における基本的な考え方や作り方～ 

  

②小・中合同情報交換会 

  日時 平成２７年８月１９日(水) 

場所 山陽小野田市中央図書館視聴覚ホール 

対象 山陽小野田市特別支援学級担当者 

① 小・中学校別グループ協議（情報交換会） 

②  中学校区別情報交換会 

     

(2) 交流会 

○小学校・市内交流会 

 日時 平成２７年６月９日(火) 

場所 山陽小野田市民館体育ホール 

対象 山陽小野田市特別支援学級在籍児童と特別支援学級担当者 

 

○中学校交流会 

日時 平成２７年６月１２日(金) 

場所 山陽小野田市竜王中学校松原分校・山陽小野田市立赤崎小学校 

対象 山陽小野田市特別支援学級在籍生徒と特別支援学級担当者 

 

２ 本年度の成果と課題 

  参加者のアンケートから以下のような感想があげられた。 

(1)研修会  

①夏季研修会 

   ・手作りの教具が見られ、即実践に生かせる内容だった。 

   ・鬼武先生の話と教材が参考になった。また、来ていただきたい。 

   ・教材を見る時間がもっと欲しかった。１日日程にして欲しい内容だった。 



  

②小・中合同情報交換会 

   ・他校の先生方と情報交換ができてよかった。 

   ・中学校区別では、小中連携という意味でも、今後継続してやっていけるとよいと

思った。 

   ・小・中学校別グループ協議（情報交換）の時間を長く設定して欲しかった。 

     

(2)交流会 

・大変良い。計画、立案等大変だが行う価値は十分ある。来年度以降もぜひ継続して

いきたい。 

・支援学級の児童・生徒数が増えていて、小・中共に市内全体の交流はとても大変に

なってきている。 

 

○小学校・市内交流会 

・スタンプラリーは、各学校のゲームが工夫されていて子ども達が存分に楽しめる

活動の場となった。 

・昼食を中学校区で一緒に食べたことでミニ交流会をする児童達と顔見知りになる

ことができた。 

・前日に市民館に荷物を搬入する学校については、事前に把握しておいた方がよい。

搬入時間についても当番校が管理しやすい時間を設定する工夫がある。 

 

○中学校交流会 

・楽しく活動できた。会場校や担当の先生方には負担をかけるが、今後も続けてい

けるとよい。 

・今年度は初めて路線バスも利用し、参加した。調理実習、レクリエーションの流

れがとても良いと思った。 

・往復共にピストン輸送で、市のマイクロバスの時間をかなり待つ学校があった。 

 

 

  

 



生きる力を育み、自立に向けた学ぶ力を育成させる指導のあり方  
～自己効力感の育成を重視した個に応じた指導及び支援のあり方～  

 

美祢支部 

 

 

１ はじめに 

  本市は、旧美祢市と美祢郡の合併により、新美祢市として活動して７年目となる。今

年度、本市における特別支援学級設置校は、小学校１０校（全１７校中）・中学校５校（全

８校中）であり、在籍児童・生徒数は３６名である。美祢市特別支援教育研究会（サポ

ート事業）の活動を中心に、児童・生徒の交流会や教育講演会を開催すると共に、小教

研・中教研それぞれの特別支援教育部会で研修を行っている。美祢市特別支援教育研究

会（サポート事業）が開催する年３回の行事は、小中の教員が互いに、研修や情報交換

を行う有意義な場となっている。 

  今年度、旧桃木小学校の跡地に山口県立宇部総合支援学校美祢分教室が開設され、身

近な地域で障害に応じた専門的な教育が受けられるようになったことは、本支部におい

ては明るいニュースであった。 

 

２ 研修・活動の歩み 

  ４月２８日（火） 第１回中教研部会 研究課題の検討・設定、研究計画の立案 

 

  ５月２０日（水） 第１回小教研部会 研究課題の検討・設定、研究計画の立案 

 

  ６月２２日（月） 第２回中教研部会 宇部総合支援学校美祢分教室訪問 

・授業参観（小学部、中学部） 

・具体的な支援のあり方や教材・教具等についての研修 

 

  ７月２７日（月） 第２回小教研部会 

            演題 「インクルーシブ教育」 

            講師 やまぐち総合教育支援センター 

ふれあい教育センター 研究指導主事 宮本 剛 様 

 

           美祢市特別支援教育研究会（サポート事業）打ち合わせ 

            ・ふれあい交流会についての計画、役割分担 

            ・教育講演会についての計画、講師選定 

            ・卒業生を送る会についての計画、役割分担 

 

 

 



 １０月 ２日（金） ふれあい交流会 

            会場 秋吉台サファリランド 

時間 １０：００～１４：００ 

内容 動物ふれあい教室やゲーム 

 

 １１月２０日（金） 教育講演会 

            演題 「子どもに寄り添う指導のあり方 

～上手なほめ方・しかり方～」 

            講師 山口大学教育学部 教授 松岡 勝彦 様 

            会場 美祢サンワーク 

            時間 １４：００～１６：００ 

 

 １２月 １日（火） 第３回小教研部会 宇部総合支援学校美祢分教室訪問 

            ・授業参観（小学部、中学部） 

            ・学校説明 

            ・教材、教具等の情報交換 

 

  ２月１２日（金） 卒業生を送る会 

            会場 美東センター 

            時間 １４：３０～１５：３０ 

内容 卒業生へのプレゼント、卒業生のことば、ゲーム大会等 

 

３ おわりに 

  「ふれあい交流会」や「卒業生を送る会」では、市内の小・中学校特別支援学級や総

合支援学校に在籍する児童生徒、保護者、教員が一堂に会して活動を行うことで、交流

を深めることができた。また、教員の情報交換を含め、連携も深めることができた。今

後も充実した内容を図り、有意義な交流会にしていきたい。 

 今年度は、山口県立宇部総合支援学校美祢分教室が開設され、小・中学校それぞれが、

研修会として美祢分教室を訪問するとともに、近隣の小・中学校は、計画的に交流学習

を実施し、連携を図ることもできた。分教室での研修会や交流学習の際には、具体的な

支援や教材・教具に関する研修を深め、互いの資質向上に努めることができたと感じて

いる。 

自己効力感の育成を重視した個に応じた指導及び支援のあり方については、今年度の

成果を生かしながら、今後も美祢支部として研修を深め工夫を図っていきたい。 



一人一人の教育的ニーズにこたえ、心豊かに

生きる力を育む特別支援教育の実践 
下関支部 

 

１ はじめに 

  本支部には、小学校４５校に８８学級（知的３４学級、自・情４４学級、肢体３学級、

聴覚３学級、視覚２学級、言語１学級、病弱１学級）、中学校２２校に３８学級（知的１

９学級、自・情１４学級、肢体４学級、聴覚１学級）が設置されている。また、通級指

導教室は小学校に４校、中学校に１校設置されている。【平成２６年５月現在】 

  学級数や児童・生徒数が多く、地域も広範囲にわたっているため、小学校７グループ、

中学校４グループ、通級・地域 Co グループに分かれて活動をしている。さらに、支部内

にある３校の総合支援学校とも連携をとりながら、共同で活動を行っている。 

  本支部では、多様化する教育的ニーズにこたえるため、上記の研究主題を設定すると

ともに、グループごとにサブテーマを設け、児童・生徒が交流する合同学習会や教員の

資質向上のための研修会と研修視察を行いながら、研修を深めている。 

 

２ 活動の内容 

 （１）支部全体での活動 

    ６月 第１回市教研特別支援教育部会 

        ○本年度の研究主題、サブテーマの設定 ○年間活動計画の立案 etc. 

    ８月 研修視察 

        ○地域児童福祉事業所「ぽけっと」「ぱれっと」 ○西川医院（宇部市） 

       下関市教育研究会特別支援教育部研修会 

        ○講演「苦手さありで生きるということ～親として支援者として願う生活の豊かさ～」 

         講師：地域児童福祉事業所「ぽけっと」「ぱれっと」 沖村 文子 所長 

        ○講演「産業科の取組について」 

         講師：山口県立下関総合支援学校 産業科課長 小中 清澄 先生 

        ○分科会「教科の指導等についての情報交換」 

    ２月 第２回市教研特別支援教育部会 

        ○本年度の反省及び来年度の計画  ○研究紀要の発行  

 （２）グループ別での活動  

    ○合同学習会（小学校だけで、中学校だけで、小・中学校一緒に） ○宿泊学習 

 

３ おわりに 

  今年度も、各グループの研修部及び合同学習部の担当者がリーダーとなり、研修を推

進してきた。これまで継続的に上記の活動を行ってきたことで、同一校種のみならず異

校種間との連携も円滑に行えるようになってきたと感じている。今後も、子どもたち一

人一人の教育的ニーズにこたえることができるよう、さらに研修に励んでいきたい。 



新しい時代に主体的に生きる子どもの育成 

～一人ひとりを理解した支援～ 

 

                                萩・阿武支部 

 

 

１ はじめに 

   本支部は、特別支援学級設置校が２４校（小学校１７校、中学校７校）で、学級数は 

  ３５学級（知的１３，肢体２，難聴１，自閉症・情緒１９）である。特別支援学級に在 

籍する児童生徒数は７０名（小学生５２名、中学生１８名）で、この他通級児童生徒数 

は１１５名と、年度を追うごとに増加傾向にあり、通常学級における特別に支援を要す 

る児童生徒への対応に苦慮しているのが現状である。障害の特性や状態、個々の課題は 

様々であり、多様化するニーズにこたえるため、昨年度に引き続き「新しい時代に主体 

的に生きる子どもの育成～一人ひとりを理解した支援～」をテーマとし、教員の資質向   

上のための研修会や、児童生徒や保護者との交流会などを実施して研修を進めてきた。 

 

 ２ 研修・活動のあゆみ 

 （１）山特連萩・阿武支部総会 

     日時 ６月１６日（火）  １４：００～１６：３０ 

     場所 阿武町町民センター 

     内容 今年度の研究主題や活動方針の決定と、活動計画や予算についての協議 

 

 （２）山特連研修大会 

     日時 ８月１９日（水）  １０：００～１６：００ 

     場所 山口県教育会館、山口県社会福祉会館、山口大学教育学部附属山口小学校 

     内容 講演と分科会に各自で参加する 

         萩・阿武支部は、長門支部・萩総合支援学校と共に第１４分科会を担当 

         分科会テーマ「交流及び共同学習」 

         ・共に学び、育ち合う交流に向けた実践事例についての発表（提案者） 

                長門市立深川小学校 利重 典子 教諭 

         ・分科会指導助言者 

                萩市立明倫小学校  大石 博明 教諭 

 

 （３）山特連萩・阿武支部研修会（小教研、中教研を兼ねて実施） 

      日時 ８月２６日（水）  ９：００～１１：３０ ・・・・・・・小学校 

     場所 椿東地域ふれあいセンター 

     内容 今年度の研修主題に沿った講話と協議等 

        講話① 「萩幼稚園における特別支援教育の取組について」 

              講師：認定こども園萩幼稚園 網本 照美 主幹保育教諭 

        講話② 「幼保・小の円滑な接続について」 



              講師：山口県立萩総合支援学校 溝部 真有美 教諭 

        

     日時 ８月２７日（火）  １３：３０～１６：００ ・・・・・・・中学校 

     場所 阿武町町民センター 

内容 今年度の研修主題に沿った情報交換会と講師の先生よりの指導助言 

        情報交換会テーマ 「進路指導の現状と課題」 

             講師：萩商工高等学校 中島 利江 養護教諭 

             講師：奈古高等学校  安田恵美子 教諭  

 

 （４）山特連萩・阿武支部交流会 

     日時 １０月１日（木）  ９：３０～１４：２０ 

     場所 萩セミナーハウス 

     内容 特別支援学級の児童・生徒及び保護者の親睦を図るための交流 

        ・人間関係づくりゲーム（保護者も参加） 

        ・萩焼作り体験（児童・生徒、教職員、参加希望の保護者） 

        ・情報交換会（保護者） 

 

３ おわりに 

  今年度の山特連研修大会において、萩・阿武支部は長門支部及び萩総合支援学校とと 

もに第１４分科会を担当した。分科会テーマは「交流及び共同学習について」であり、 

提案を長門支部の深川小学校が行った。今年度４月より、萩総合支援学校の長門分室が 

深川小学校に開設されたことも含め、同校での共同及び交流学習の体制や現状、課題に 

ついて、実践をもとにした発表であった。支援学級に在籍する児童数が年々増加し個々 

の実態やニーズも多様化する中、通常の学級との交流時間の増加希望も増えている。そ 

のため、日課や教職員の調整が難しく十分に対応しきれないという課題が出された。こ 

のことは多くの学校が抱える共通した悩みである。時間も人員も限られる中で、効果的 

に共同学習及び交流学習を行っていくためには、学校全体の特別支援教育についての意 

識を高め、支援学級の担任と通常の学級の担任とがイメージを共有しながら計画してい 

くことが大切であることなど、発表や指導助言を通して多くのことを学ぶことができた。 

 萩・阿武支部の研修会は、今年度小・中別開催とし、それぞれの現状や課題に対応し 

た研修を行った。小学校では「幼保・小の円滑な接続について」をテーマとし、幼稚園 

及び地域コーディネーターの立場からのお話を聞くことで、萩・阿武地域の子ども達に 

とって、よりよい支援環境を作っていきたいと考え、研修会を企画、実施した。具体的 

な取組の紹介をもとに、連携の重要性についてのお話を伺い、「小学校への情報の引き 

継ぎ」「引き継ぎ後のフィードバック」など、よりよい連携を進めていくための視点を 

いただくことができた。研修会での学びを大切にし、一人ひとりがさらに専門性を高 

めていけるよう、今後も研修に取り組んでいきたいと思う。 

 萩セミナーハウスでの交流会では、地区内の小・中学校特別支援学級に在籍する児童 

生徒が一同に介し、活動を通して交流を深める貴重な機会となった。年に一度開かれる 

会でお互いの成長を実感できる場ともなっている。今後もぜひ続けていきたいと思う。 

 多様化するニーズに応え、将来の社会参加・自立につながる教育を実践するために、 

今後も各校の連携を深め交流を図りながら、特別支援教育の充実に取り組んでいきたい。 



「一人ひとりの教育的ニーズに応じ、 

生きる力をはぐくむ支援のあり方」 

長門支部  

１ 主題への取組 

 長門市では、地域の特性や児童生徒の実態を踏まえながら、共通の目標を設定し、

みすゞ学園と称し、９年間の一貫した教育を推進している。特別支援教育研究部にお

いても、小・中学校が共通の教育目標のもと、合同で様々な活動に取り組んでいる。 

 今年度の研究主題は、昨年度に引き続き、「一人ひとりの教育的ニーズに応じ、生き

る力をはぐくむ支援のあり方」とし、さらに深化・充実に向けて取り組んできた。 

また、副題は各校の実態に応じて設定し、児童生徒が求める学びに応じた授業実践

を進めてきた。 

 そこで、本年度の活動については、以下のように計画した。実施にあたっては、例

年通り、各活動をブロックごとに分担し、各学校の担当者が中心となり計画実践を進

めた。このような組織で運営することで、近隣地域の各学校教員の連携を深めながら

市内の全学校の児童生徒を全教員で対応できる支援体制をつくっていきたいと考えた。 

 

２ 活動内容及び研修内容 

 (1) 総会 

    日時 平成２７年 ５月１９日（火） １４：００～１６：３０ 

    会場 長門市立日置中学校 

    内容 本年度の研究組織及び運営について 

       本年度の研修計画について 

       その他（山口県特別支援教育研究連盟研修大会、提案分科会等について） 

(2) 夏期研修会および研修視察 

    日時 平成２７年 ８月 ４日（火） １０：００～１２：００ 

    会場 山口県立萩総合支援学校長門分教室（長門市東深川） 

    内容 全体研修 山口県立萩総合支援学校長門分教室見学 

実践講話 山口県立萩総合支援学校長門分教室 教諭 岡崎 久恵 先生 

(3) 平成 27 年度山口県特別支援教育連盟研修大会 

    日時 平成２７年 ８月１９日（水） １０：００～１６：００ 

    会場 全体会 山口県教育会館 分科会 山口大学教育学部附属山口小学校 

    内容 第１４分科会「交流および共同学習」 

       提案者 長門市立深川小学校 教諭 利重 典子 先生 

(4) 「ひまわり会」イベント（長門青年会議所交流事業） 

    日時 平成２７年９月２７日(日)  ９：４０～１５：２０ 

    会場 美祢市 森の駅（美祢市大嶺町奥分三ッ杉３０７８－２） 

    内容 乗馬体験、森林浴体験、パン、ピザ作り 

(6) 学習交歓会 

    日時 平成２７年１１月１９日（木） １０：００～１４：００ 

    会場 長門市日置農村環境改善センター 多目的ホール 



    内容 学習交歓（各学校の発表） 

レクリエーション 

講師 山口県レクリエーション協会 理事 松田 義政 様 

(6) 授業研究・研修会 

    日時 平成２８年 １月２８日（木） １３：４０～１６：３０ 

    会場 長門市立油谷小学校 

    内容 研究授業  算数「小数」 教諭 奥田 郁子 先生  

研究協議・指導講話 

 指導者  山口県立萩総合支援学校 教諭 溝部 真有美 先生 

(7) 卒業生を送る会 

    日時 平成２８年 ２月 ９日（火） １０：００～１６：００ 

    会場 長門市日置農村環境改善センター 多目的ホール 

    内容 卒業生を送る会 

・ 卒業生の紹介 

・ 各学校の発表 

・ 卒業生へのプレゼント 

・ レクリエーション（ニュースポーツ） 

講師 長門市スポーツ推進委員 様 

(8)  特別支援教育部研修会(平成２８年２月９日(火)１６：００～１６：４０) 

・ １年間の活動を振り返って 

・ 会計報告、その他 

３ 成果と課題 

 研究授業では、児童一人ひとりの実態や発達段階、心の状態などを考慮し、適切に

電子機器を活用しながら、児童の視覚効果を狙ったり、興味・関心をもたせるゲーム

形式問題を取り入れたりして学習意欲を喚起するよう工夫されていた。それぞれが今

後の指導方法の改善につながるものになった。更には、研究授業後の指導助言も、指

導者の先生方のこれまでの豊富な経験から、多くのヒントや考える視点を示唆してい

ただき、大変有意義な研修であった。 

「学習交歓会」や「卒業生を送る会」では、児童生徒の発表やレクリエーション活

動を通して、各学校の実態に応じた取り組みの工夫を知ったり、子どもたち同士の楽

しい交流の場ともなったりしたことで、お互いの成長をともに感じ喜ぶことができる

機会になった。 

また、研修時の情報交換や、小・中連携の取り組みの一環としての地域ごとの小・

中学校合同活動の企画実践等については、それぞれの児童生徒に対し、複数の教員で

情報を共有しながら、教育的ニーズを踏まえた対応や進路を視野に入れ、将来に生か

せる力を育む支援のあり方を考えることができた。 

 今後は、さらに新しい情報を得ながら、幅広い情報の共有を意識した研修会を設定

し、研修の機会の充実に努めていきたい。また、情報交換の場の確保、進路を見据え

た小・中学校の連携の強化等を念頭に置き、支援のあり方についても考えを深めてい

きたい。 



総合支援学校における５障害への対応 
～ 理解から支援へ（２年次）～ 

 

    山口県立下関南総合支援学校 

 

 

１ 研究主題 

本年度は昨年度の研究テーマを引き継ぎ、「総合支援学校における５障害への対応～

理解から支援へ（２年次）～」として研究を行った。 

本校では幼児児童生徒の障害の多様化や人数の増加に伴い、一人ひとりについての丁

寧な実態把握や適切な対応が、これまで以上に必要とされるようになってきた。 

そこで、校内グループ研究においても、知的障害教育を新たに加えて９つのグループ

を設けた。毎月１回の研究日には、グループごとに実践報告や意見交換を行い、理解の

視点や支援の方法について、情報の共有や検討・検証を行った。 

以下、今年度の取組について報告する。 

 

２ 研究の目的 

   障害の多様化する幼児児童生徒の教育に関する専門性を向上させ、学校生活における

教育活動のさらなる充実を目指す。 

 

３ 研究の内容・方法 

９つのグループ（視覚障害教育、聴覚障害教育、肢体不自由教育、知的障害教育・発

達障害教育、点字、歩行指導、教材教具、障害者スポーツ、寄宿舎教育）を設け、月１

回の研究日を設定して取り組んだ。３月には全校での研究発表会を行い、情報の共有や

意見交換に努めた。 

 

４ 研究日・研修会（研修部実施のもの）・復伝会 

実施日 研究日・研修会・復伝会 内容 

４月 ７日 職員会議でグループ研究について提案 研究テーマ等を提示 

４月２７日 第１回グループ研究 研究計画の作成 

５月１８日 第２回グループ研究 グループごとに実施 

５月２６日 ミニ研修会（点字） 点字グループによる 

６月１６日 第１回手話講習会 外部講師による 

６月２２日 第３回グループ研究 グループごとに実施 

７月１０日 第４回グループ研究 グループごとに実施 

８月３１日 復伝会 研究会等の復伝 

９月１１日 第５回グループ研究 グループごとに実施 

１０月１９日 第６回グループ研究 グループごとに実施 



１０月２６日 ミニ研修会（点字） 点字グループによる 

１１月 ４日 「中国・四国地区盲学校教育研究大会」復伝会 発表者による復伝 

１１月１１日 第７回グループ研究 グループごとに実施 

１１月１７日 第２回手話講習会 外部講師による 

１２月１４日 第８回グループ研究 グループごとに実施 

１月１８日 第９回グループ研究 グループごとに実施 

２月 ９日 第３回手話講習会 外部講師による 

２月１５日 第１０回グループ研究 研究集録原稿作成 

３月１４日 第１１回グループ研究 研究発表会へ向けて 

３月１８日 復伝会 研究会等の復伝 

３月２３日 校内研究発表会 グループごとに発表 

      

 

５ まとめと今後へ向けて      

毎月の研究日に情報や実践を持ち寄り、情報の共有や意見交換、実践の検討や検証を

行うことは有意義であった。また、自分が希望するグループに所属して研究を進める形

をとったことで、より日々の教育活動に必要な課題に取り組むことができた。 

さらに、グループに幼稚部から高等部までの教員が所属することで、他学部の様子を

知ることができるとともに、幼・小・中・高を通したキャリア教育の視点からも情報交

換や意見交換をすることができた。 

復伝会での情報の共有や外部講師による手話講習会、点字グループによる研修会など

も、教員の専門性の向上に寄与するものであったと言える。 

今後も、幼児児童生徒一人ひとりを丁寧に「理解」し、適切に「支援」するための教

育的ニーズを明確にとらえ、必要な知識と実践力を身につけるための研究や研修に取り

組んでいきたい。 

 

                                                                                               



平成２７年度 支部活動報告 

 
山口県立山口南総合支援学校 

 

 

１ 全校研修テーマ 

  「豊かなコミュニケーションを基盤とした生きる力の向上をめざして」 

 

２ 研修に関する基本的な考え方 
（１）確かな言語力、コミュニケーション力、基礎・基本的な学力、生きる力の向上等を 

めざす。 
（２）幼児児童生徒一人ひとりの障害や指導方法についての理解を深める。 
（３）教員一人ひとりがお互いに連携を取り合い、協力体制のもと専門的力量を高める。 
 

３ 研修目標・具体的内容 
（１）教員一人ひとりの教育的力量を高めるとともに、組織的な教育的力量を高める。 

ア 研修講座（Ａ、Ｂ）の計画的実施 
Ａ 新着任者研修講座 

①個人パソコンの設定（校内ＬＡＮ，セキュリティ等）  

障害のある幼児児童生徒の心理  

②学校における薬の管理と緊急対応マニュアル、てんかん発作と介助  

③聴覚障害のある幼児・児童・生徒の理解と支援  

～学校生活や授業等における配慮  

④聴覚障害のある幼児・児童・生徒の理解と支援～コミュニケーション  

⑤視覚障害教育センターの活動より～活動・ビジョンについて  

⑥知的・肢体・発達障害のある児童・生徒の指導と支援～自立活動の指導と個別

の教育支援計画の活用について  

⑦聴覚障害のある幼児・児童・生徒の理解と支援～諸検査からわかること 

Ｂ 全教職員対象研修講座 

①視覚障害教育に関する研修  ②聴覚障害教育に関する研修  

③特別支援教育に関する研修   

④視覚・聴覚障害教育センター復伝報告研修会 

イ 学部研修(グループ研修)を組織的・計画的に実施。 
(ｱ)研修形態 

各学部ごとに幼児・児童・生徒に関する課題や問題意識を高め、課題解決に向け 
て各学部単位で実施。 

 (ｲ)実施回数 年間８回以上 
(ｳ)報告 「研修のまとめ」（校内研修報告集）を作成。 

ウ 学部を越えた授業参観週間の実施。 
(ｱ)目的 
 ・授業の進め方、幼児児童生徒とのやりとりの仕方等を参観し、指導技術の向上 

   を図る。 
・授業参観することを通して、他学部の幼児児童生徒への理解を深め、学部間の 
連携を密にする。 
・幼児児童生徒の実態把握、言語・コミュニケーション力等の発達について理解 
を深める。 

(ｲ)期日 １学期：6/22(月)～7/ 3(金),３学期 1/12(火)～1/22(金) 



   (ｳ)方法 
 ○各学部で作成した授業一覧表をもとに、参観する日時を決めて実施する。 

○参観者は、事前に授業者に声をかけておく。 
（おいでませカードやこんどいくけぇカードを使って、参観しやすい雰囲気作 

りを行う。） 
○授業後に、意見交換をする。(意見交換の時間がとれない場合は、感想・気づき 

用紙に記入して渡す。) 
○初任研、６年次、１０年次及び本校着任３年目研修の授業研究などがあるので、 
 その機会も活用して授業技術のスキルアップにつなげる。 

  エ 総合支援学校ＩＣＴ活用協働学習推進事業 
    ＩＣＴ活用協働学習の授業研究を中学部、高等部で行う。 
（２）聴覚障害児と手話でコミュニケーションできる力や手話に対する意識を高めるとと

もに、言語指導力の向上を図る。 
ア 学部の実態、個々の先生の手話力の実態に応じた手話研修会の実施。 

(ｱ)「朝のワンポイント手話」…幼～高の各学部で講師を輪番で決めて手話学習を 
実施する。 

(ｲ)「手話力アップ講座」…外部のろう者を講師に招き、放課後に手話の読み取りや 
行事で使う手話表現等の学習を実施。手話のスキルアッ 
プを目的とする。掲示物や放送などで、積極的な参加を
促す。 

(ｳ)「初任者手話研修」…手話奉仕員養成講座で使用するテキストを用い、新着任者、
初級者等を主な対象とし、手話の基本学習を実施。（講師
は校内の教員）内容に応じて、適宜外部のろう者に講師を
依頼。（地域住民・保護者にも呼びかける。）掲示物や放
送などで、積極的な参加を促す。 

 
（３）障害に応じた専門性を高める。 

ア 自立活動部や進路支援部、山口県聴覚障害教育研究会、中国地区ろう教育研究会
等と連携を図り、研修を行う。 

 (ｱ)自立活動部との連携…研修講座を実施 
(ｲ)山口県聴覚障害教育研究会との連携…「研修研究報告会」を実施 

  
（４）新着任者に対する支援の充実をはかる。 

① 事前研修 
(ｱ)学校貸し出し研修資料 
   ○ 教員研修用テキスト（全国聾学校校長会編） 
   ○「はじめて学ぶ手話（DVD）」(山口県立聾学校コミュニケーションサーク 

ル制作)  
② 研修講座への参加 
③ 着任者は３カ年で、授業における専門性をつける。３カ年の目標は以下の通り。 

１年目…「担任する幼児児童生徒の障害の理解と指導法の習得」 
２年目…「基礎的理解に基づいた授業の実践」 
３年目…「幼児児童生徒の実態に応じた教材教具の工夫などによる授業の展 

開」 
④ 手話研修会(通年)…「初任者手話研修」への参加 
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平成２７年度支部活動報告 

                                                     山口県立岩国総合支援学校             

 

１ 今年度の研修方針 

    本校では、より実践的で有意義な研修になるよう、平成２２年度から全校体制で授業

改善に取り組んできた。今年度は、「授業作り」のテーマを、タイムリーなテーマから

「授業改善（ＩＣＴ機器の活用）」と「キャリア教育の視点での授業づくり（職業教育

の充実等）」の２つのサブテーマとし、取り組みやすいサブテーマから選択して、実践

した。また、昨年度から、小・中・高の連携と指導の系統性を図るため、縦割りの教科

・領域別研修を行い、今年度も２回設けた。更に、「夏季休業中研修講座」「自主学習

会」「他学部の授業参観」を、今年度の研修の柱として取り組んだ。 

 

２ 研修活動の概要 

  （１）「授業作り」 

        普段、授業内容を考える時には、関係教職員が相談しながらより良い授業になる

よう検討しているが、授業が終わった後にそれを省みる時間がなかなか取れないの

が現状である。そこで研修日を授業反省会に設定し、次回からの授業に役立てるこ

とにした。また、より取り組みやすいように「授業改善（ＩＣＴ機器の活用）」と

「キャリア教育の視点での授業づくり（職業教育の充実等）」の２つのサブテーマ

を設けた。研修日の内、４回をこの研修に当てた。 

      １回目・・・・全体研修（今年度の研修の取り組みについての説明） 

            学部研修（授業作りについての計画） 

            ２・３回目・・各学部の年間計画により、略案をもとに授業を行い、参加者

とともに検討会をもつ。（年間２回の対象授業） 

         ４回目・・・・授業作り実践発表会（今年度は学部別）(2 月)  

 

（２）教科・領域別研修 

   ４月に教科・領域別研修の希望調査を行い、基本は教員の希望を尊重し、授業

や教材教具等の情報交換をして、学部間の理解を深めた。５月と９月の研修日に

１２部会に分かれて実施した。１回目の５月は、教材・教具、指導案、手順書な

ど（Ａ４ １枚程度）を持ち寄って、情報交換をした。２回目の９月の内容は、

各グループで決定し協議した。数学部会では、授業に役立つアプリやホームペー

ジの情報などを共有し、自主学習会で参加者に情報を提供された。 

 

（３）夏季休業中研修講座 

             他分掌とも連携をしながら、夏季休業中に集中して研修会を計画した。②④⑧⑨

の研修会、講演については、センター研修とし、地域の関係機関にも案内をし、多

数の参加があった。 
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 午前（10:00～11:30） 午後（13:30～15:00） 

７/３０ 

（木） 

① サイバーセキュリティーに 

関する講習 

② センター研修 「人権研修会」 

ＤＶＤ視聴「見えないから見えたもの」  

７/３１ 

（金） 

⑩ 市内施設見学  

８/３ 

（月） 

 

③ AED（救命救急）講習 ④ センター研修 

講演：自閉症を含む発達障害について、

合理的配慮を含む最新情報について 

８/４ 

（火） 

⑤ 医療的ケア研修  

８/５ 

（水） 

 ⑥ 交通安全に向けて 

８/７ 

（金） 

 

⑦ 【校内講師による研修会】 

平成２６年度 県外出張報告 

⑧ センター研修 

【校内講師による研修会】 

平成２６年度長期研修報告  

８/２５ 

（火） 

 ⑨ センター研修 

講師：ふれあい教育センター 

 

（４）自主学習会   

        研修課はもちろん、各分掌や教職員間からの情報やニーズをもとに、ゆとりのあ

る時間を使って、校内の教職員が講師を務め、お互いに学び合う自主的な学習会を

企画し、今年度は６回実施した。 

      ①新着任者研修会への自由参加       ②防災：消火栓の扱い 

③早く帰るためのウィンドウズ：ファイル編  ④数学お助けサイト・アプリ 

   ⑤写真の撮り方              ⑥イチゴの栽培    

       
  （５）人権教育研修会        夏季休業中研修講座で実施 

 

 （６）その他の研修  

       上記の研修以外にも様々な分掌等の主催で研修が行われた。 

 

３ 成果及び来年度の課題 

    今年度は、授業作りにおいて「より取り組みやすいよう」にタイムリーなテーマ、「授

業改善（ＩＣＴ機器の活用）」と「キャリア教育の視点での授業づくり（職業教育の充

実等）」の２つのサブテーマにしたことは、アンケート結果からも「来年も続けてほし

い」「取り組みやすくてよかった」などの意見が寄せられ、大変好評であった。また、

授業の振り返りや、改善にもつながった例がたくさん報告された。これらのアンケート

結果を踏まえて、来年度の研修計画に活かしていきたい。 

最後に、研修を実施するにあたって、分掌を越えた協力によってスムーズな運営、実

りある研修になったことに感謝したい。 

台風の為１１月２７日に実施 



児童生徒の生きる力を育てる教育活動 
 

山口県立田布施総合支援学校  

 

 

１ 研修主題について 

  本校の教育目標は「豊かな心と生きる力を育み、自立と社会参加できる人づく

りをめざす」である。児童生徒の実態はさまざまで、それぞれのめざす自立や社

会参加の在り方もいろいろな形が考えられ、求められる「生きる力」も一人ひと

り違う。児童生徒が主体となった幸せな人生を歩んでもらいたい、そのために社

会に巣立つ前の学校教育の中で生き生きと活動できるよう、一人ひとりの実態に

合った教育活動について検討し、将来大切な「生きる力」を身に付けてほしいと

の思いから、研究主題を「児童生徒の生きる力を育てる教育活動」と設定した。  

 

２ 研修実施状況 

（１） 各学部・寄宿舎の研修  

  研修主題に沿って以下のようにサブテーマを設定し、研修を進めた。  

  ア 小学部「生活単元学習の効果的な取り組みについて」  

  イ 中学部「生きる力につながる教科・領域指導の検討」  

  ウ 高等部「キャリア教育の視点を踏まえた支援のあり方  

～生徒一人ひとりを大切にする支援をめざして～」  

  エ 寄宿舎「舎生の自立と社会参加を目指し、寄宿舎でできる生活支援を探る  

～日常生活の中で育む働く力～」   

（２）全校研修  

  共通理解する必要性が高い内容に関して、全教職員での研修を実施した。  

  ア 人権教育研修  「インターネットトラブル事例を踏まえた情報モラル教育」 

    講師 やまぐち総合教育支援センター  研究指導主事  佐伯英哉  

  イ 防犯研修「セーフティーライフセミナー～子どもたちを事件・事故から守

ろう～」 講師 山口県教育庁 学校安全・体育課  指導主事  網林設夫  

  ウ 研修報告会  各学部・寄宿舎での研修、県外研修復伝  

（３）研修講座  

  障害の理解や指導等における専門性の向上をめざし、夏季休業中に実施した。  

  ア ＩＣＴ研修「教育現場におけるＩＣＴ機器の活用法について」  

   （山口県立周南総合支援学校  教諭 杉原大輔）  

  イ 「発達（知能）検査の結果から考える効果的な指導・支援方法について：

WISC-Ⅲを例として」（山口大学教育学部 障害児教育研究室  須藤邦彦） 

 ウ 事例研修「Ａさんへの支援経過報告及び研修復伝」（高等部教諭  西岡範朗） 

  エ 長期研修復伝「児童生徒の社会的自立を目指した清掃指導の在り方につい

て」（中学部教諭 宮本慎太郎）  



  オ 県外研修復伝  熊本大学教育学部附属特別支援学校  

「コミュニケーション能力を育む教育課程の在り方～児童生徒の特性に応

じた指導内容や方法の探求～」（中学部教諭  鬼武明子）  

  カ 清掃実技講習会  （山口県ビルメンテナンス協会職員数名）  

  キ 喫茶サービス研修 （オーストリッヒカフェウィーン  店長 中邑 泰）  

（４）柳井地区特別支援教育センターとしての研修  

  ア 授業公開（校内教職員に関しては年間通じて実施した）  

    地域の関係機関や児童生徒が関わる施設の職員等計２５名が参加した。  

  イ 地域公開講座  

   「困難を抱える子ども・家庭への支援～SSW の活動を通して」  

    講師 子どもと親のサポートセンターSSW 岩金俊充  

    地域の教育関係者や関係機関及び本校教職員も含め約１３０名が参加した。 

（５）人権教育研修  

  ・「人権教育研修全体計画」と「年間指導計画」を作成し、他分掌とも連携しな

がら年間を通して研修を進めた。  

  ・本校が策定した「いじめ防止基本方針」にのっとり、人権教育研修の一環と

してネットいじめについての講演会を実施した。  

（６）その他の研修  

  ア 外部人材による研修  

    事例相談を通して、自閉症児童生徒の理解と指導について研修を深めた。  

    講師 山口県発達障害者支援センター  主任相談員 岡村隆弘  

  イ 着任者研修  

    新着任者を対象として、本校の施設や児童生徒の健康面・進路指導等に関

するオリエンテーションを実施した。  

 

３ 成果と課題 

  研修主題に基づき、月１回という少ない研修ではあったが、各学部・寄宿舎で

計画的に研修を進めることができた。特に寄宿舎では、研修成果を中国地区知的

障害教育研究大会の分科会で発表する機会があり、他県との意見交換もでき、貴

重な経験となった。  

  夏季研修では、例年行っている内容に加え、平成２７年度産学公と連携したカ

リキュラム充実事業関連の研修も加わったことで、さらに多種多様で有意義な研

修を実施することができた。どの講座も多くの参加者があり、好評だった。  

  研修の時間に関しては、授業時間の確保の関係から限られた時間での研修とな

るため、内容を精選して充実した研修を提供できるよう今後も心がけたい。  

  また、学部間の授業見学について、来年度より学部間の授業見学の窓口となる

担当を各学部１名決め、必要に応じて授業見学の相談ができる体制を作ることに

なった。来年度実施してみて、より多くの教員が授業見学できる方法を検討した

い。そして学部間の連携を強めて系統的な学習内容の構築に努めたいと考える。  



児童生徒の障害についての理解を深め、より

実態に即した指導・支援の在り方について 
 

 山口県立徳山総合支援学校 

 

 

１ 研修テーマについて 

昨年度の研修テーマである「児童生徒の実態に即した指導内容と将来を見据えた教育
(指導)の在り方について」を受け継ぎ、「児童生徒の障害についての理解を深め、より
実態に即した指導・支援の在り方について」というテーマで研修を行い、研修をさらに
深めていくこととした。  

 
２ 研修の進め方について 

 今年度も昨年度同様、学部間の意見交換を活発にして、学校全体の教育力向上につな
げるために、学部の枠を解き、縦割りの８つの研修グループを編成した。 

(1)  国語（ことば）グループ 
国語グループでは「児童生徒の実態に応じた授業づくり」というサブテーマで研修

を行った。自分が実践している授業での工夫や課題等を紹介・説明をし、児童生徒の
実態を把握した上での幅広い見方や指導・支援に関する新たなアイデアを得た。 

(2) 体育グループ 

   各学部の体育の授業の中で必須項目である「体つくり運動」は、児童生徒の実態に

応じた活動が幅広く考えられる。各学部の児童生徒の実態を共有した上で、具体的な

協議を行い、提案された活動を実際に行ってみた。  

(3) 自立活動グループ 

 自立活動の指導をすすめるにあたり、教材・教具をいかに適切に利用していくかが

重要な課題であり、児童生徒の実態に応じた教材・教具作りをすることが必要になっ

てくる。そこで、実際に教材・教具を作り、作った教材をもとに実践し、その情報交

換を行った。 

(4) 作業学習グループ 

それぞれの作業班について、年間の活動内容や工夫している点、重視している点など

お互いに紹介する形で研修を進めていった。 

(5) 進路支援グループ 

   高等部の進路支援部の教員と他学部の教員がペアを作り職場開拓を行った。また経

験豊富な教諭からの実践講話や協議なども行った。  

(6) 教育課程グループ 

高等部生徒の、卒業後の自立や社会参加につなげるための教育課程やその運営方法

について研修を行った。現状の教育課程における問題点や指導要領などによる編成上

の留意点などを確認するとともに、県内の総合支援学校（知的障害対象の教育課程を

実施しているところ）の教育課程について日課表の形（運用形態が分かる形）で情報

収集を行った。その上で、具体的な教育課程について原案を作成した。 

 (7) ＩＣＴグループ 
   ｉＰａｄの基本的な操作方法について研修を行った後、アプリを使用した授業実践

を行い、その情報交換をした。 

(8) 自閉症基礎グループ 



ＤＶＤの視聴、事例研究、外部講師を招へいしての研修、校内講師による応用行動

分析についての研修などを行った。 

 

３ 各グループの研修の成果と課題 

(1) 国語グループ 
各学部でどのような教材が使用されており、授業でどのような配慮をしながら授業

を行っているかを知ることができ、大変有意義な研修となった。また授業が同時展開
のため普段はなかなか得にくい学部内の横のつながりも得ることができた。 

(2) 体育グループ 

体つくり運動にはどんな活動があるのかということで、実際にみんなで体を動かす

機会が持てたことは今回の研修でとても有意義だった。児童生徒と同じ活動を体験し、

活動の展開の仕方や指導上のヒントを出し合い、お互いに情報交換することができた。

今後は、各々が研修したことを持ち帰り、授業に生かしていきたいと考えている。  

(3) 自立活動グループ 

   現在担当している児童生徒の実態についてよく考え、ピンポイントの目標に合わせ

た教材・教具作りができた。課題は、今ある教材・教具をみんなで共有するシステム

を作ることが必要であるということである。  

(4) 作業学習グループ 
作業学習のねらいは「卒業後、自立し社会参加することをめざし、社会人として自

分の生活をしていくための力を身につけること」であり「作業学習を通して社会性を
育んでいくこと」である。このねらいは、作業学習の授業がある中学部、高等部だけ
でなく、小学部の時から卒業後の姿を意識して生活や学習を設定し取り組んでいくこ
とが大切になる。将来を見据えて、低年齢の時からいろいろな経験をしておくことが
作業学習の基礎づくりにもなっていくと考えられる。中学部、高等部では作業学習を
通して働くことを習慣づけ、コミュニケーション力等の社会性をはぐくんで、卒業後
の社会参加に向けた意欲を育てたい。 

 (5) 進路支援グループ 

職場開拓のマニュアル回し読み、進路指導部長からの最近の現状報告なども加えた

研修となり、職場開拓の厳しさや生徒に求める卒後の力について全員が共有し、今後

の学部を超えた進路支援体制について認識を深めることができた。  

(6) 教育課程グループ 

県内の総合支援学校の教育課程（知的障害対象）を参考に、現在および今後想定さ
れる生徒にとって望ましい教育課程となるよう検討を進めることができた。その中で、
「職業」と「家庭」の単位設定について見直しを行い、実情に合った教育課程へ変更
を実施することができた。また、運用面の原案については引き続き検討中である。 

(7) ＩＣＴグループ 
   アプリや写真・動画などを授業に手軽に活用することができるなど、場所を問わず

に視覚的に示すことができるＩＣＴは利点も大きい。ただ、児童生徒をＩＣＴ漬けに
するのではなく、使い方や使う時間などをしっかり教員が管理する必要がある。 

(8) 自閉症基礎グループ 

講師を招へいしての研修では、児童生徒の行動や指導などについての助言を受けた

り、実際に行動分析をすることによって、児童の行動について考える機会をもったりす

ることができ、大変有意義であった。専門性の向上を目指し、今後もこのような研修の

機会がもてるとよい。学んだことが、児童生徒の指導や支援にいかせるような研修をめ

ざしていきたい。 



    

将来の豊かな生活 

子どもの実態・願い 

個別の支援計画・個別の指導計画 

学校教育目標 「障害を受容してたくまし

く生きようとする力の育成と、障害の状態

に応じた教育の推進を図る」 

 

充実した学校生活・学習活動 

学部目標（小・中・高） 

保護者の願い 

平成２７年度支部活動報告 

                           山口県立周南総合支援学校 

 

１ 研修テーマ 

 

 

 

 

２ 「豊かな生活」について 

 子ども達の「豊かな生活」って何だろう。小

学部から高等部までの12年間の学校生活の後、

職業訓練校、専門学校、大学へ進学する人たち

もいるが、多くの人は福祉施設や家庭で生活し

ながらデイサービスを受けたり、作業所に通っ

たりしながら社会生活を送るであろう。 

働きながら生活を楽しんだり、自分の好きな

活動に没頭したり、自分ができることや能力を

発揮したり、施設の中での生活や人とのかかわ

りを楽しんだりするなど、それぞれの形は違う

かもしれないが、子ども達が自分らしく生き生

きと生活している姿こそ、豊かに生きていると

言えるのではないだろうか。 

 「豊かな生活」の実現へ向けて、学校生活の

中で私たちができることは何だろう。いろいろ

な授業を通して、子ども達が「自分でできた」、

「楽しかった」、「またやってみたい」という気

持ちを積み重ね、自分の良さに気付いたり、学

ぶ楽しさを知ったりしながら、将来の生活につ

ながる力を育てていくことではないだろうか。 

 

３ 研修テーマ設定の理由 

本校の学校教育目標「障害を受容してたくましく生きようとする力の育成と、障害の状態に応じた

教育の推進を図る」を具現化していくことは、やがては「子ども達の豊かな生活や自立」にも結びつ

くであろう。そのためには、重点目標「小中高の連携や研修の機会を充実し、教職員の専門性の継承

と向上を図る。また、ＩＣＴの活用等による授業改善に努め、授業力の向上を図る。」の達成に向けて

私たちは努力しなければならない。  

一方、昨年度の研修のアンケートから、本校の教員の多くが「授業改善」の必要性を感じ、具体的

には、「指導内容や支援」「各教科や合わせた指導」「自立活動」「教材教具の活用と工夫」等について

の研修に高い関心をもっていることがはっきりしてきた。 

そこで、一人ひとりの子ども達の実態やニーズを十分踏まえながら、授業づくりについてそれぞれ

の教育課程における指導内容や指導方法及び支援のあり方を検討することで、授業改善につなげてい

きたい。平成２９年度の全国肢体不自由研究協議会へ向けての３年間の研修計画の１年次と位置付け

る本年度については、「授業づくりにおける支援のあり方」についての研究を進めていく。 

 

 

テーマ 「子ども達の豊かな生活と自立をめざして」 

 １年次 ～授業づくりにおける支援のあり方～ 

 



４ 研修の方法   

授業における支援の評価シートを活用しながら、研修グループを中心に、授業を通じてより良い

支援について検討する。 

 

 

 

（１） 研修グループを編制して研修計画を立てる。 

例）教育課程別グループ、生活・学習グループ、教科別グループなど 

（２） 授業における支援の評価シートを活用して、より良い支援について話し合いを重ねる。 

（３） 研修のまとめとして、授業における支援の評価シートを提出する。          

（４） ３月の全体研修会で研修成果及び次年度への課題を確認して、情報を共有する。 

 

５ 研修計画 

 

５ 研修の経過と成果 

 本校は平成２９年度に肢体不自由教育の全国大会（山口大会）の運営を引き受けており、研究協議

会の３日目には授業公開を行うことが計画として決まっている。そのような状況の中で、本年度から 

全国大会への準備も考慮しながら、地に足をつけてじっくりと授業改善に取り組まなければならない。 

 授業改善を図るためには、一人ひとりの教員が常日頃から教材研究を十分行いながら授業について

考えたり、教員同士がお互いの授業を評価することを通して、自分の課題やお互いの良さを学び合っ

たりして、教科領域の内容や指導方法についての専門性を高めることが何よりも大切である。 

本年度は、各学部別、教育課程別に研究グループを編制して、それぞれのグループが自主的に研究

課題を設定して授業研究を中心に授業改善に取り組んできた。共通の視点として、授業における支援

の評価シートを効果的に使って、授業について考えていこうというスタンスで研究を進めてきた。研

究授業を積極的に行ったり、定期的にグループで授業について話し合ったりなど、各グループの取組

の差はあるが、支援の評価シートを元に授業を見直すことができた。来年度は、各研究グループが中

心となった研究授業を行ないながら、授業評価や支援についての議論を深めていきたいと思う。 

月  日（曜） 研修内容等 実施場所 担当 

４ ２４(金) 研修概要、長期研修者の復命 会議室 研修部長・プール係 

５ ２５(月) 校内研修計画の説明、山特連、中四肢関連 会議室 研修部長・副部長 

６ ２６(金) 研修グループ編制、研修計画の検討 各場所 各部の研修係 

７ １５(水) 研修計画の提出 各場所 研修グループの窓口 

８ ２１(金) 全体研修会 （宮本指導主事） 会議室 研修部 

９ １１(金) 各グループでの授業研究 

 

 

各場所 研修グループの窓口 

10 ２２(木) 

11 １３(金) 

12 １８(金) 

１ ２２(金) 

２ １５(金) 評価シートの提出 ※様式検討中 

３ ２３(水) 研修のまとめと反省、次年度の確認 会議室 研修部 

指導計画 授業実践 支援の評価 実態把握 



児童生徒が主体的に学

び取り組む授業づくり 
～『ねらい』と『評価』の明確化～ 

 

山口県立防府総合支援学校 

 

 

１ 研修テーマについて 

本校では、ここ数年来、一貫して「授業づくり」をテーマにしたグループ研修に取り

組んでおり、それに伴う、一定の成果と蓄積を有している。そこで、これらの成果と蓄

積を生かした授業研究を継続し、よりよい授業づくり、授業力の向上を目指すべく、『児

童生徒が主体的に学び取り組む授業づくり』を研修テーマに、「『ねらい』と『評価』

の明確化」をサブテーマとし、２年間取り組むことにした。 

 

２ 研修期間 

平成２７年度から２８年度までの２年間。  

 

３ 研修方法 

(1) 研修グループ（ア、イ、ウ）に分かれ、課題を決める。 

 ア 「授業づくり」グループ 

    各学部でグループ（生活、学習、教科別など）を編成する。 

 イ 「ＩＣＴ活用実践」グループ 

      構成メンバーは、「一斉学習グループ」「個別学習グループ」「協働学習グ

ループ」「生活指導グループ」のいずれかに所属する。 

 ウ 「生活指導」グループ 

    寄宿舎指導員を構成メンバーとして、研修に取り組む。  

 

４ 研修の進め方 

 (1) 平成２７年度（１年次） 

各グループで、児童生徒が主体的に授業に取り組める工夫、授業の「ねらい」と「評

価」を明確にした授業実践、検討を行う。 

 (2)  スケジュール 

    ４月：研修全体会（研修の方向性を提案、協議） 

    ５月：グループ編成 その後、各グループで授業づくりについて検討開始 

    ６月～１２月：授業づくり 

    １月：今年度の研修のまとめ 

    ３月：研修全体会 

 

 



５ 研修課題（各グループで設定した課題） 

(1) 「授業づくり」グループ 

小

学

部 

・児童が主体的に活動するための、教材研究（生活単元学習・遊びの指導）  

・生活経験を広げる買い物・調理学習の工夫 

・ミニステージをしよう 

～教育活動全体を通して行う道徳の視点をもって～ 

中

学

部 

・四肢麻痺の生徒が主体的に取り組むことができる教材教具の工夫（自立活動） 

・コンサートを成功させよう（生活単元学習） 

・生徒が主体的に取り組む生活単元学習 

・生徒が安心して集団生活を送るための絵カード等による視覚的支援  

～生徒の自発的行動を目指して～ 

・簡単な調理をしよう～生徒が自発的に取り組む生活単元学習～  

・不登校生徒が集団の中に入っていけるようになるための支援、取組  

・文化祭アトラクションをつくろう（生活単元学習を中心に）  

高

等

部 

・料理番組を見てメモをとってみよう（国語） 

・お金の学習を通してお金を使えるようになろう（数学） 

・様々な特性のある生徒が主体的に学べるアプローチの仕方を探る（音楽） 

・集団スポーツの楽しさを体験することができ、積極的に活動できる場の設定

方法や指導方法を探る（体育） 

・生徒が主体的・計画的に製作を進めることができる教材開発（美術） 

・個々の生徒が日常での不便さを軽減するための支援を考える（自立活動） 

・新教材の開発【笑いヨガ】（生活単元学習） 

・作業の流れを理解し、より少ない支援で報告・連絡ができるようにしよう         

（委託サービス部） 

・「接客技能を身に付ける」ための指導（カフェサービス部） 

・機織りの作業工程を視覚的に理解し、自ら積極的に集中して作業に取り組む         

（縫工班） 

(2) 「ＩＣＴ活用実践」グループ 

    ・星空に親しもう（高等部・理科・協働学習） 

(3) 「生活指導」グループ 

   ・寄宿舎での余暇活動を通した生活支援 

 

６ 研修内容の還元方法 

   ３月に全教職員による研修報告会を行い、研修成果を共有する。また、各グループが

作成したまとめは、校内サーバーからいつでも閲覧できる仕組みにしている。 

 

７ まとめ 

  今年度は「児童生徒が主体的に学び取り組む授業づくり」～ねらいと評価の明確化～

をテーマに掲げて研修に臨んだ１年目であったが、月１回のグループ研修時の記録や、

アンケートからもうかがえたように、指導案の検討がじっくり行えたなど、充実した研

修となった。来年度は本年度の取組を継続し、専門性を更に高める研修を目指したい。 



児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援の在り方 
～ 主体的に活動する姿をめざした授業づくり ～ 

 

山口県立山口総合支援学校支部 

 

 

１ 研究主題について 

（１）昨年度の校内研究の成果 

昨年度の校内研究では、今年度同様の研究主題のもと、「個別の指導計画に基づいた授業づくり」

という副題によって、全教員で授業改善に取り組んだ。主な成果は、以下の４点である。 

◆個別の指導計画をより意識した授業づくりに取り組めた 

◆児童生徒一人ひとりについて関係教員で話し合う「ケース検討会」により理解が深まった 

◆授業改善におけるＰＤＣＡサイクルで、さらなる専門性の向上が図れた 

◆授業実践等を全体の場で紹介する「ケース紹介」により、指導・支援のヒントが得られた 

（２）本年度の研究テーマについて 

本年度も、学校教育目標の具体的な実現をめざし、昨年度同様「授業づくり」を中心とした研究

活動に取り組んだ。昨年度の取り組みから「ケース検討会」や「ケース紹介」が有効であるという

成果が得られたことから、これら２つの取り組みは本年度も継続して実施した。また、昨年度の「ケ

ース紹介」において、どの学部においても「子どもたちが主体的に活動するための授業実践」が行

われており、児童生徒の自立や社会参加の実現をめざす上でも、子どもたちが必要な事柄を身につ

け、より主体的に活動していくことが重要であることを再確認した。このことから、本年度は「主

体的に活動する姿をめざした授業づくり」という副題を設定して、具体的な研究活動に取り組んだ。 

（３）「主体的な姿」について 

 一般的に、主体的とは「自分の意志や判断によって行動する様子」であることから、児童生徒の

学校生活においては「自己の力を最大限に発揮し、自分で考え自分で判断して行動すること」と考

えた。一人ひとりの発達段階や生活年齢等に応じて、具体的には次のような姿であると捉えた。 

◆見通しをもち、自ら行動しようとする姿 

◆自己選択・自己決定により意欲的に活動する姿 

◆自分で目標を決め、目標に向かって解決しようとする姿 

 授業のなかで、このような姿をめざして授業づくりを行えば、児童生徒の主体性がさらに高まり、

学校教育目標における長期目標「児童生徒が、健康で、自ら考え、自ら判断し行動する力を、個々

の特性に応じて計画的に育成する」が達成できると考え、研究活動をすすめていくこととした。 

 

２ 研究活動の概要  

（１）「研修職員会」… 今年度の研究方針等について、全教員で共通理解 

（２）「主体的に取り組む姿をめざして」… 平成 23,24年度文科省委託研究事業※の振り返り 

※ 研究主題：「自閉症の特性に応じた、小学部・中学部・高等部を一貫した柔軟な教育課程

の編成の在り方について」 

（３）「ケース検討会」（３回）… 研究グループを構成し、主体的な姿を意識した検討 

（４）「指導案作成」… 児童生徒の主体的な姿をめざした学習指導案を作成 

（５）「研究授業」… 各研究グループで適切な時期に実施（写真やビデオを活用した記録・評価） 

（６）「授業後検討会」（２回）… ビデオ映像等を見て、授業について検討 

（７）「ケース紹介」（３回）…    １回目：各学部で２～４事例紹介 

２，３回目：全体で４事例（小：１，中１，高：２）紹介 

（８）「研究アンケートの実施」… 本年度の研究活動について全教員にアンケートを実施 



（９）「研究報告会」… アンケート結果をまとめ、本年度の研究成果や課題等を報告 

（10）「実践事例集の作成」… 各研究グループの「学習指導案」及び「授業後検討会の記録」を

１冊のファイルに綴じて保管（成果や課題を共有し次年度へ継承） 

 

３ 研修活動の概要 

 研究活動の充実も意識して、研修部が主体となって様々な講演会や研修会を実施した。 

（１）講演会 

   ア  ７月 『自閉症のある子どもの理解と支援』  

【講師】医療法人テレサ会西川医院 林 隆 様 

   イ  ８月 『肢体不自由のある子どもの理解と支援』 

【講師】山口県立周南総合支援学校 谷 守人 様 

（２）校内研修会 

    ア 『本校児童生徒の健康管理について』 【講師】養護教諭 

   イ 『本校の教育課程について』 【講師】教務部長、各学部教務主任 

 ウ 『自立活動の指導について』 【講師】自立活動部長 

   エ 『本校の学校安全と危機管理について』 【講師】保健安全部長、生徒指導部長 

オ 『本校の進路指導について』 【講師】進路指導部長 

カ 『地域支援室としての本校の役割』 【講師】教育相談部長 

キ 『コーディネーターの役割について』 【講師】地域コーディネーター 

ク 『合理的配慮の視点から人権を考える』 【講師】研修部 

ケ 『自閉症のある人への支援 ～自立のためのアイデア～』 【講師】研修部 

 その他、情報機器研修会、発達検査研修会、温水プール指導研修会、医療的ケア実技研修会等、

研修部以外の主催で校内研修会を多数実施した。 

 

４ まとめと今後の課題 

 今年度の研究活動の成果や課題は次のとおりである。児童生徒の教育的ニーズに応じた指導・支

援につながるよう、今年度の成果や課題を生かし、今後も教員のニーズを反映した研究活動に取り

組むとともに、有意義な研修機会の提供に努めていきたい。 

（１）成果 

◆児童生徒の「主体的な姿」をめざした授業づくりに取り組んだことで、教員一人ひとりが目の前

の児童生徒の「主体的な姿」を追求することができた。授業場面だけでなく、学校生活全体におけ

る「主体的な姿」を考える姿勢につながり、より深い児童生徒理解に努めることができた。 

◆実際の授業場面において、「意欲的に学習に向かう姿」や「自分で選んだり決めたりする姿」、

「目標達成に向けて真剣に取り組む姿」など、児童生徒が主体的に活動する姿が多く見られた。 

◆ケース検討会や指導案作成、授業後検討会等を研究活動に位置づけ、「ＰＤＣＡサイクル」を意

識した丁寧な研究計画を立案・実施することにより、授業づくりに協働して取り組むことができた。 

◆「ケース紹介」を３回実施し、１回目を学部ごと、２，３回目を全体で行ったことで、“横の連

携”と“縦の連携”を図ることができた。写真やビデオ映像を用いたケース紹介のスタイルが定着

し、児童生徒理解がすすむと共に、「指導・支援のヒントや手がかりが具体的に得られた」という

声が多数聞かれ、日々の授業実践に生かすことができる有意義な研究活動となった。 

（２）課題 

◆児童生徒の「主体的な姿」を、研究活動を通して深めることができたが、個別の教育支援計画や

個別の指導計画等の諸計画の充実にまでは至らなかった。研究活動の取り組みや成果を、諸計画に

具体的に反映していくことで、日々の教育活動の充実を図ることが必要である。 

◆授業づくりを行う上で「学習指導案」の作成は必要不可欠である。よりよい授業実践を行うため

に、学習指導案の充実とその効果的な活用について、さらなる追求が必要である。 



「児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援のあり方を求めて」  
 

山口県立豊浦総合支援学校支部 

 

 

１ 研修主題及び主題設定について 

近年、特別支援教育をめぐり「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム

構築のための特別支援教育の推進（報告）」（平成２４年７月）や、「障害を理由とす

る差別の解消の推進に関する法律」（平成２５年６月公布、平成２８年４月施行）など、

その動向に著しい変化が見られる。 

これらのことは、児童生徒の教育的ニーズに最も的確に応える多様で柔軟な仕組みを

整備することが重要であることを示し、法律的な規制が設けられるまでになってきてお

り、現場での取組も今まで以上に求められている。 

本校においては、これまでも、一人ひとりの児童生徒の教育的ニーズに応じた支援を

追求してきたわけであるが、こうした近年の教育的情勢を急務として受けとめ、本校に

在籍する児童生徒一人ひとりの障害種や障害の状態・多様化等、教育的ニーズに応じた

支援の充実・強化に向けた研修を一層進めていく必要がある。また、目の前で起こるさ

まざまな教育上の課題を日常的に解決できるような取組も重要である。 

そこで、今年度は、次のような研修を推進することにしたい。 

本校には、校内研修会、研修職員会、各自の研修課題に向けた授業実践や検討会など

の研修機会がある。校内研修においては、近年の教育情勢にも対応できる専門性や資質

の向上を図るための研修を進めていきたい。また、研修職員会では、来年度までの２年

間を見通して、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援を追求できるような研

修を進めていきたい。その際、研修方法も見直し、教員一人ひとりが本当にやりたい研

修となるように、その充実を図っていきたいと考えている。 

 

 

２ 研修方法 

（１）研修職員会について 

昨年度まで行っていたようなトップダウン型の方法を見直し、ボトムアップ型の方

式に変更することとした。 

そのため、まず、ＫＪ方式によって、本校の全教員一人ひとりが今取り組みたい研

修に関する意見を出し合い、本当にやりたい研修は何かについて明らかにした。 次に、

研修内容の種類に対応できるよう、下記に示す５つのグループに分けた。 そして、各

グループに在籍する教員のニーズに応じた研修を、毎月一回開催することにした。 

 

（２）校内研修会 

近年の教育的情勢に応じた内容を精選して提供することにした。また、グループ別

の研修を進める際に必要な講師を招聘するなどの研修会も行えるよう配慮した。今年

度の中国四国地区病弱虚弱教育研究連盟研究協議会の開催に伴い、そこでの講義や分

科会への参加によって、さらなる専門性の向上に向けた取組を設定した。 



３ グループ別研修について 

（１） 研修内容の概要 

  ア 障害種別     

増加傾向にある「心の問題」を抱えた児童生徒や、発達障害の児童生徒に向けて、

どのように支援したらよいのか、また、そのような児童生徒の保護者や医療などの

関係機関とどのように連携していけばよいのかなどの課題があげられた。そこでこ

のグループでは「発達障害」・「精神疾患」を対象に研修をすすめていく。 

  イ キャリア教育 

２５名がキャリア教育の研修希望として集った。しかし、現段階での学校教育の

困難点は数多くあり、それぞれの立場に応じて抱えているものの優先順位が異なっ

た。  

そこで希望を集約した結果「社会自立にむけて必要な事を探る」「キャリア教育

全体計画についての検討」「卒後の進路に関わる研修」の３グループに分かれて今

後の研修を進めていく。 

 ウ 教科、教材・教具 

    教科指導の中で基礎基本の定着を図る難しさ、児童生徒の実態に応じた教材・教

具の必要性についてが課題にあがった。教材教具の作成、活用、評価やＩＣＴ機器

の活用や提示の仕方等について、情報交換や授業実践を重ねながら研修を進めて

いく。  

 エ 集団、コミュニケーション  

    集団行動に馴染めない児童生徒について、よりよい対応の仕方を見つけ、少しで

も集団に入れるような手だてを考えることとした。そこで、集団に入りにくい児童

生徒の実態を詳細につかむために、該当の児童生徒の行動の様子について関係の教

員にアンケートを行い、その対応方法について協議を行う。そして、いろいろな状

況や行動パターンを把握し、支援の方法を探りながら研修を行う。  

 オ ひとりひとり 

今、かかわっている児童生徒の支援についての研修を行うこととなった。その際、

合理的配慮の観点から担当の児童生徒の支援における具体的研修内容を考えるこ

ととした。グループに在籍する教員全員が、対象の児童生徒について、合理的配慮

の視点から授業案や資料等を作成し、検討、実践、さらなる検討等を行い、研修を

進めていく。 

 

（２） 研修の取り組み（中間報告） 

  ア 障害種別       

研修する内容は、「発達障害」、「精神疾患」に関するものとした。中学部２名と高

等部２名のそれぞれ事例を持ち寄り、様々な生徒の実態をとおして障害による生徒

の心の問題やそのことに対する指導支援の方法について研修に取り組んだ。  

また、各学部より持ち寄った事例を基に、生徒や保護者への関わり方や、応用行

動分析などについても研修を行った。 

 



  イ キャリア教育 

社会自立グループでは、「社会自立にむけて必要な事を探る」というテーマで身

辺自立の支援の方法やコミュニケーション能力の向上、各教員が自立支援に向けて

どのようにとらえ具体的な支援をしているかなど、取り組みを通しての実践研究を

行った。また、「就労を目指して、今、必要なこと」について教員を対象にアンケ

ートを実施し、各学部のそれぞれの段階に応じて課題を話し合い、目標の設定をす

ることができた。 

 進路学習グループでは、まず取り組む内容として二つの案がでた。一つは、目の

前に進路学習を必要とする生徒がいるのに教師は卒業後に関する知識が不十分なの

で、そこについて理解を深めようという案で、もう一つは生徒に向けた進路学習の

具体的な方法を検討しようという案だった。それらを検討した結果、教師の知識と

資質の向上に向け、進路に関わる内容の基本的な知識の習得を行った。  

  連携グループでは、本年度はまず本校のキャリア教育全体計画を見直し、検討す

ることに取り組んだ。キャリア教育の推進について、小学部、中学部、高等部の連

携、継続性のある指導について、特定の生徒に焦点を当てたモデルケースを検討す

ることも計画段階の中で考えられたが、個々の生徒の現在の状況を考えると、とて

も難しいことが予想され、本年度はまずキャリア教育全体計画を見直し検討を行っ

た。 

  ウ 教科、教材・教具 

    ３グループに分かれて、それぞれ研修を実施する。 

グループ１：担当している教科、授業等で使っているアプリの紹介をした。 

グループ２：児童生徒の得意分野や苦手分野を把握し、基礎基本の定着を図る

よう指導方法を検討した。 

グループ３：児童の様子や日々の実践の様子や悩み等の情報交換を行った。 

  日常生活の中で、児童生徒の実態把握に努めながら、必要な支援や教材について

検討した。ＩＣＴの活用や新たな教材・教具の開発により、児童生徒の興味関心は

高められるが、基礎基本の定着を図るためにはさらなる実践、検討が必要であると

考えられる。 

  エ 集団、コミュニケーション  

  児童生徒が集団に馴染めない要因を把握するために、各学部より該当の児童生徒

を考え抽出して、担当の教員によりアンケートを実施し実態調査を行った。 

アンケート調査については、質問事項の検討を行い分かりやすく記入しやすい質

問とした。 

  実態調査により、集団不適応の該当児童生徒の実態をつかむことはできたが、今

後の対応について個々の実態において特徴が違うので他の指導方法がすぐに参考

になるとは思えない。しかし、児童生徒がおかれている状況に応じては、実践して

みる価値はあると思えた。   

また、それぞれの状況に応じての対応は難しいが、お互いに参考になる部分はあ

ると思える。細かい部分においては、担当教員の関わり方が大きな要因になるので

事前の準備や対応等、周囲の人の協力も必要になってくる。 



  オ ひとりひとり 

「合理的配慮」の観点から、児童生徒一人ひとりへの具体的支援をどのように提

供していくかについて検討した。また、「合理的配慮」の観点から見た児童生徒に

関する資料や授業案等を作成して、授業等において実践し検討会を行った。そして、 

「合理的配慮」の観点から具体的事例をまとめた。 

    また、グループ別研修等を通して進捗状況を報告し合い意見を交換したり、お互

いの授業を見合う機会を設定したり、研修推進のために必要な講師を招聘したりな

どして、さらに研修を深めることができた。 

 

４ その他の研修 

・ 新着任者研修会 

  ・ 研修出張復伝 

  ・ 各分掌等による講演会・研修会 等  

 

５ まとめ 

今年度より２年計画で研究課題による縦割りのグループ編成を行い研修に取り組むこ

とにした。今年度は中国四国地区病弱虚弱教育研究連盟研究大会が本校主幹であり、そ

ちらの準備運営にも関わりながらの研修となった。グループ別研修では、日頃の課題を

実践を通して研修を深め、各グループごとに研究成果が表れてきているものもある。 

しかし、実質的に取り組む期間が短く十分な成果が出せないところもあった。今後は、

他のグループの研修内容をお互いに共有しながら、さらに研修を進めていきたい。 



児童生徒一人ひとりの実態に応じた指導・支援のあり方 
 

山口県立萩総合支援学校支部 

 

 

１ はじめに 

  今年度より本校では、長門分教室が開校した。長門市立深川小学校の教室を使用し、

小学部児童３名でのスタートとなった。分教室では小学校の児童と日常的に接する機会

を多くもてるため、交流及び共同学習の研究に取り組みやすい環境となっている。この

ことが、本校の伝統的な研究形態である「グループ研究」の中に、新たに「交流及び共

同学習グループ」を設定するに至った理由でもある。今年度も引き続き「児童生徒一人

ひとりの実態に応じた指導・支援のあり方」を研究主題とし、日々の実践、研修に取り

組んだ。また、本校のセンター業務の一環である「特別支援教育研究会」、人権教育研

修を兼ねた「研修講演会」、夏季休業中に実施する「自主研修視察」等、様々な場で全

教職員が専門性の向上に努め、児童生徒の実態をより確かに把握し、それぞれの発達や

障害特性に応じた実践のあり方を探求している。また、今年度は校内研修の充実を図る

べく、様々な分野の研修を実施した。 

 

２ 研修の歩み 

(1) グループ研究 

   学部の枠にとらわれず、同じ課題をもつ教職員でグループを編成し、１年間かけて

課題を解明していくものである。このシステムは長年継承されてきたものであり、学

部を越えた教職員の連携や、他学部の児童生徒の実態把握に大きな役割を果たしてい

る。今年度は以下に示す１４のグループに分かれて研究を進めた。 

  《グループ分け》算数・数学 音楽 体育 美術 自立活動 重度・重複 進路指導 

保健衛生 ｉＰａｄ 性教育 家庭科 作業学習 会議 交流及び共同学習 

(2) 小冊子「子どもを語ろう」 

   全校体制で取り組む行事や日常の生活において、教職員が他学部の児童生徒とかか

わりをもつ機会は多い。そのため、全教職員が児童生徒一人ひとりに対する基本的な

接し方や配慮事項を知り、指導上の共通理解を図る目的で、小冊子「子どもを語ろう」

を今年度も作成した。担当している児童生徒だけでなく、様々な児童生徒の障害特性

について知り、特別支援教育の専門性を高めるツールにもなっている。 

(3) 新着任者研修 

   本校の教育活動や児童生徒の実態および校務分掌業務等について、早期に理解を深

め、日々の教育実践がスムーズにスタートできるように、毎年新着任者を対象とした

「新着任者研修」を年度当初に実施している。各分掌が中心となって企画運営をして

おり、今年度は以下の９講座を５回に分けて実施した。 

   ①電子県庁、休暇申請、出張命令、復命等（事務室） 

②体育館管理室、パソコン室の利用、電子データの扱い等（情報教育担当） 



③新着任者用研修テキスト、グループ研究、研修視察について（研修課） 

④総合支援学校における特別支援教育について（校長） 

⑤校内における薬の管理、投薬・服用等の取り扱い等（保健室） 

⑥萩養体操実技研修（保健体育課） 

⑦個別の教育支援計画、指導計画等について（教務課） 

⑧子ども理解について（支援課） 

⑨進路指導の概要と状況、専門機関との連携（進路指導課） 

(4) 研修講演会 

   本校近辺の特別支援教育に携わる教職員やその関係者が専門性の向上を図ることを

目的とした研修講演会である。本校においては、人権教育研修やキャリア教育研修も

含めた取組となっている。 

   日時：平成２７年７月２９日（水）  10:00～11:30 

   講師：山口県健康福祉部障害者支援課 主任 畠山亮二 

   演題：障害者差別解消法の概要と合理的配慮について 

(5) 自主研修視察 

夏季休業中に県内外の学校や施設・事業所を視察し、キャリア教育の実践力を身に

つけるため、自主研修視察を実施した。実施にあたっては希望者を募り、「萩地区」「長

門地区」のグループを編成して視察し、成果を『はぎの実践』において報告した。 

(6) 校内研修 

   主に本校の教員が講師となり、それぞれの得意分野についての講義を行う、今年度

から新しく企画実施した研修である。今年度は夏季休業中に８講座、冬季休業中に２

講座を行った。参加のしやすさと内容の幅広さから概ね好評であり、今後も継続が望

まれる研修となった。 

   ①栽培のあれこれ(高等部教諭)  ②手作り教材の紹介(小学部教諭) 

   ③自己流 絵本の楽しみ方(小学部教諭)  

④発電の原理と種類～シャカシャカライトから原子力発電～(高等部主事) 

⑤ワクワクウキウキ手遊び歌遊び(小学部教諭) 

⑥本校の進路指導について(高等部教諭) 

⑦特総研のデータから見る知的障害特別支援学校高等部の教育課程(教頭) 

⑧中知研小学部分科会復伝(小学部教諭) 

⑨マイノリティー（高等部教諭） ⑩合理的配慮（周南総合支援学校教諭） 

 

３ おわりに 

今年度は、長期休業中の校内研修の充実を図ることができた。教師がそれぞれの知識

や経験によって培ってきたものを共有することができた。グループ研究にしても校内研

修にしても教師自身が学びたいと感じるような、魅力のある研修を今後も企画していき

たいと考える。今後も、研究テーマとしている「児童生徒一人ひとりの実態に応じた指

導、支援のあり方」について、教職員が直面する諸課題についての共通理解を深め、グ

ループや学部単位による組織的な研究に取り組みたい。 



支部活動報告 
山口大学教育学部附属特別支援学校 

 

● 年間活動報告 

時期 活動 活動の概要 

４月 新着任研修  新しく着任した教職員に本校の概要

を説明した。 

（内容） 

保健、研究、教育課程、 

教育相談、進路、ＩＣＴ 

７月・１１月・１２月  全校授業検討会  

７月・・小・中・高  

11 月・・小・中学部  

12 月・・高等部  

山口大学教育学部から指導助言者を

招いて、各学部の授業について研究の

視点から検討を行った。 

夏季休業中 校内研修 今年度は、進路についての研修を行っ

た。 

（講師） 

 山口障害者職業センター  

         山田 充弘 様 

山特連夏季研修大会  第１分科会（幼保小の連携）、第３分

科会（中学校通常学級の取組）の企

画・運営を行った。 

９月～ 

毎週木曜日（1 時間程度） 

授業検討会の開催  各学部において、研究の視点に基づい

た授業検討会を実施した。  

１月２９日 特別支援教育研究大

会 

今年度の研究の発表・学校改革プロジ

ェクトのポスター発表・授業検討会・

講演等を行った。  

（講演内容）  

 特別支援教育におけるＩＣＴ活用  

  国立特別支援教育総合研究所  

研究員 新谷 洋介 様 

各月１回 研究会議 本校研究の内容検討・共通理解・各種

研修を実施した。 

各学部研究会議  各学部における研究の内容検討を行

った。 

 



「個々の視機能に対する理解と  

教育的支援の推進」 
 

視覚障害教育部会  

  

１  研究テーマについて  

 各地域における視覚障害幼児児童生徒の実態を把握し、個々の視機能に応じた教育的

支援のあり方を検討する。視覚障害の状態・心理等についての研修を重ね、視覚障害へ

の理解を推進するとともに補助具の使用や学習上の配慮等について適切なサポートを実

施する。  

２  活動の概要  

（１）親子わくわく教室の運営協力  

   平成２７年８月３日（月）１０：００～１４：００  

   場所 山口県立下関南総合支援学校  

   県内に在住している視覚障害幼児児童本人と保護者を対象に実施した。動の部屋、

音遊びの部屋、水遊びのコーナー等を作り親子活動を行った。弱視児童は体育館でサ

ウンドテーブルテニスを行った。全体交流会 (昼食時 )でかき氷作りを行い、午後は教

室を暗室にして、暗闇体験（ Ex p e ri e n ce  i n t h e D ar k）を実施した。暗闇体験で

は、音声や触覚だけを頼りに室内を移動したり、ブロック遊びを行った。音や触感覚

だけによる活動は、子ども達だけでなく参加した保護者も日常と違った活動を味わう

ことができた。  

（２）第４回  やまぐち視覚障害児チャレンジスクールの運営協力  

   （兼視覚障害教育部会第１回研修会）  

   平成２７年１１月２８日（土）１０：００～１５：００  

   場所 山口県立博物館研修棟  

   県内弱視特別支援学級および下関南総合支援学校に在籍する視覚障害児を対象に、

日頃時間を取って実施することが難しい観察や実験を行った。ワークショップ１「か

らだの不思議を感じよう」では、骨や筋肉の不思議について学んだ。児童達の興味・

関心を引き出し、模型の人体上腕模型や下肢模型に触れ、骨や筋肉の構成について学

んだ。午後は、山口県立博物館の職員によるワークショップ２「植物の観察」につい

て、植物の観察や羽根状の種模型を作成して落下実験を行った。 

   午前中は、保護者研修として山口県立図書館及び県点字図書館に行き、点字本やデ

イジー図書、マルチメディアデイジー図書の貸し出しについて説明を聞いた。  

（３）視覚障害教育部会第２回研修会  

平成２８年１月７日（木）１０：３０～１２：０５  

場所  山口県立下関南総合支援学校   

講師  慶應義塾大学経済学部教授  中野  泰志  

演習「視覚障害児童生徒の拡大教科書選定に関する視機能評価について」  



講演「視覚障害幼児児童生徒に対する教育の実際  

        〜 IC T の活用と進路・進学について〜」  

参加人員  演習  ３６人    講演  ５８人  

   第２回研修会は、山口県立下関南総合支援学校主催による文部科学省センター的機

能充実事業による研修会であったが、視覚障害教育部会共催研修会として実施し

た。  

午前中は、演習として視覚障害児童生徒の拡大教科書選定に関する視機能評価を、

慶應義塾大学中野泰志先生に分かりやすく講義していただいた。拡大教科書選定だけ

でなく、教科書発行会社作成・ボランティア作成による拡大教科書等、先生の研究成

果を交えた話に、今後私達が拡大教科書を選定する際、評価の視点を明確にすること

ができると考える。また、先生から拡大教科書サンプルや小学生向け読速度評価キッ

トをいただいたので、学年別の読書チャートで評価することが可能になった。  

午後は、「視覚障害幼児児童生徒に対する指導の実際～ I C T の活用と進路・進学に

ついて〜」という演題での講演であった。  

子ども達の社会参加に向けて育ててほしい力、子ども達が生きていく社会につい

て、自立とは？等の項目で話された。また、講演会のために送付していただいた高等

学校教科書の電子書籍サンプルを搭載した５０台の i P a d を、参加者が操作して拡大

機能やしおり、書き込み機能を体験した。このアプリ（ U D ブラウザ）は現在機能限

定版がアプリとして登録されているが、近日中にバージョンアップされ書き込み機能

が使えるようになるとのことである。  

３  研究のまとめ  

  県内の視覚障害幼児児童達が参加した山口県立下関南総合支援学校主催の親子わくわ

く教室、チャレンジ教室を、個々の視機能に応じた教育支援のあり方を実践する場の

一つとした。視覚障害幼児児童が小集団を構成して活動する場面が設定できた。 

主催校職員以外他校の職員も運営に参加し、チャレンジ教室は第１回研修会とし

て、県内弱視特別支援学級の先生方にも参加を呼び掛けた。結果的には参加者は少な

かったが、複数の視覚障害児童達の活動の様子を見学することができ、今後の学校で

の教育活動に参考になるのではないかと考える。  

  第２回研修会の演習と講義については、D V D での記録と文書記録が視覚障害教育セ

ンターに保管されている。書き出し可能なので、事務局に問い合わせてほしい。  

  本県の視覚障害教育の相談支援体制が大きく変わり、エリア型視覚障害教育センター

での相談支援体制になり、２年目になった。本部会も今後各視覚障害教育センターと連

携し、弱視特別支援学級や一般学級に在籍している視覚障害幼児児童生徒の指導に資す

るように研修会等を企画していきたい。来年度は、中国四国地区盲学校研究大会が山口

県立下関南総合支援学校の引き受けで開催予定であるため、本視覚障害教育部会の研修

会の一環として県内の弱視特別支援学級担任の研修の場として活用できるように働きか

けていきたい。（文責  視覚障害教育部会事務局  中村 由哉）  

 連絡先：山口県立下関南総合支援学校  

視覚障害教育センター室内視覚障害教育部会事務局  
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「個のニーズに応じた教育的支援のあり方を考える」 

～支援をさぐる・つなぐ・いかす～ 

 

難聴・言語障害教育部 

 

 

１ 研究主題への取組 

  難聴・言語障害教育担当者の「専門性・関係性・柔軟性・対応力」を高め、個のニーズに

対応した指導・支援を行うために、今年度も上記の研究主題を設定し、研修を進めた。 

 

２ 研究活動の概要 

（１）  研究委員会及び設置校協議会 

      ４月２８日 第１回研究委員会：研究主題の決定、研修計画、研修方針の協議 

      ５月２８日 設置校協議会：設置校による活動計画の協議、校長研修会等 

２月２９日 第２回研究委員会：今年度の研修の反省、各ブロックの情報交換 

（２）  全体研修会 

５月２８日 第１回研究集会：研究方針の説明、テーマ別・ブロック別分科会 

８月２１日 第２回研究集会：テーマ別分科会 

      １２月 １日 第３回研究集会：テーマ別分科会、研究のまとめ 

（３）  テーマ別分科会 

     構音・吃音・言語発達遅滞・発達障害ＡＢ・聴覚・早期対応の７分科会に分かれて、

研究及び研修を実施した。講師を招いて講座を開催した部会もあった。 

（４）  ブロック研修会 

県下６ブロックに分かれて、それぞれ２～３回程度の研修会を行った。 

（５）  担当者基礎講座（経験の浅い担当者を対象に、全体研修会の日程を利用して実施） 

『早期対応』  宇部市立岬小学校      白石 恵子 様 

                     美祢市ことばの教室幼児部  勝谷 直美 様 

下松市立下松小学校     松本 素子 様 

『構音指導』  下関市立名池小学校     岡  直美 様 

             『難  聴』  山口県立山口南総合支援学校 髙田 昌和 様 

『発達障害』  下関市立日新中学校     松岡 輝子 様 

             『早期対応』  下関市子ども発達センター  若松 佐織 様 

             『構音指導』  下関市立名池小学校     岡  直美 様 

             『言語発達』  宇部市立岬小学校      上符 至成 様 

             『難  聴』  山口県立下関南総合支援学校 髙田 昌和 様 

             『吃  音』  言語聴覚士         古谷  充  様 

（６）  指導者派遣制度 

要請のあった学校での研修やブロック研修に派遣した。（今年度の実績：７件） 

（７）  広報部の活動 

    会報『なんげんNET』を年に３回発行した。 

 

３ 研究のまとめ 

  今年度の研究活動とその成果については、難聴・言語障害教育部「研究集録第４５号」に

まとめることにより、今後の指導に役立てていきたい。 

５月２８日 

担当者 

基礎講座Ⅰ 

８月２１日 

担当者 

基礎講座Ⅱ 



〈研究テーマ〉 豊かに生きる力を育てる病弱虚弱教育 

 

                                  病弱教育部会 

 

 

１ 研究テーマについて 

  近年、国際化や情報化などの社会の変化に対応し、児童生徒が自ら学び自ら考える力な

どの「生きる力」を育成するため、教育内容や教育方法の多様化を工夫し、家庭や地域と

の連携を促進することが求められている。 

また、特別支援学校では、児童生徒の障害の重度・重複化や多様化、教育内容や指導方

法の変化等への対応についても求められている。 

こうした中で、病弱教育においては、発達障害の児童生徒が適応障害、不安障害、心身

症等の二次障害を生じ、特別支援学校で教育を受けるケースが増えている。 

   そこで、児童生徒一人ひとりの病気・障害の実情に応じたきめ細かな指導・支援の充実

のため、以下の３つの内容を中心とし、発達障害のある児童生徒の支援について取り組む

こととした。 

  ① 授業研究による授業力の向上    

  ② 事例検討による指導・支援の改善  

③ 連携体制の強化     

  また今年度は、本校が計画運営を行い、中国四国地区病弱虚弱教育研究大会山口大会が

実施され、そちらとも関わりながらの研修実践となった。 

  

２ 活動の概要 

(1)  総会 

     ア 平成２６年度事業報告及び決算報告 

      イ 平成２７年度事業計画及び予算案 

      ウ その他～病弱教育部会の運営について、研修会等について 

 (2) 研修会 

    中国四国地区病弱虚弱教育研究連盟研究大会 講演会・分科会に参加 

     ア 講演会 

        ①  特別講演  

 演 題 「病弱教育の現状と今後の展望  

 ～今日的課題を踏まえて～  」 

       講 師 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課特別支援教育調査官  

萩 庭 圭 子 氏 

    ② 記念講演  

 演 題 「いたわりを生むものがたり」 

       講 師 ノートルダム清心女子大学人間生活学部児童学科教授  

児童文学作家              村 中 李 衣 氏  



イ 分科会 

 第１分科会 『自立活動』  

テーマ 「疾病や障害のある児童生徒の「生きる力」を育てる自立活動はどう

あればよいか」 

 第２分科会 『教科指導等』 

 テーマ 「疾病や障害のある児童生徒の特性や学習状況に応じた教科指導はど  

うあればよいか」 

第３分科会 『連  携』 

 テーマ 「関係機関との連携協働による児童生徒支援や地域のニーズに応える  

センター的役割はどうあればよいか」 

第４分科会 『ＰＴＡ』 

 演 題 「共生社会の形成に向けて 

 ～ある障害者の一人暮らしの支援を通じて～」 

 

 (3) その他 

   ア 研修大会参加  中国四国地区病弱虚弱教育研究大会山口大会 

イ 特別支援学校・病院内学級・病弱支援学級数及び児童生徒数等の調査 

   ウ 特別支援学校・病院内学級・病弱支援学級の児童生徒の病類調査 

 

 

３ 研究のまとめ 

今年度は、中国四国地区病弱虚弱教育研究大会山口大会があり、本校が主管校で実施さ

れた。そのため、病弱部会の研修会はそれに変え、県内の特別支援学校、市内の小・中学

校、近隣の高等学校及び他県に案内を送付し、他県の参加人数とも合わせ総数１３０名近

くの多数の参加者があった。 

２つの講演会と４つの分科会があり、講義では、病弱教育についての国の情勢から現状

の取組についての説明があり、分科会では、研究テーマに沿っての協議や各学校の実情等

実践的な取組についての事例報告等が行われ研修を深めることができた。 

  これからも、「豊かに生きる力を育てる」ために、個に応じた指導方法について学校間

や他校及び関係機関との情報交換を行いながら、児童生徒の実態把握をもとに取組を深め

実践に生かせる内容の研修会を計画的に実施し、病弱虚弱教育のセンター校として、他校

への支援を積極的に行っていきたい。 
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