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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 

本支部の特別支援学級設置校は、小学校２２校４５学級、中学校１４校２４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（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。合同学習は昨年度と同様に、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 ２４年度の活動報告，２５年度の活動計画，役割分担，研修計画 

イ ７月 仲よし運動会計画 

ウ 12月 仲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】 （広島方面） 

イ ７月 仲よし宿泊学習 【小学校】 （山口県ふれあいパーク） 

ウ ２月 仲よし運動会 【小・中学校合同】（岩国市総合体育館アリーナ） 

（３）研修会 

  ア 小・中学校合同 １回（生活単元学習について） 

イ 小学校 ２回（宿泊学習の計画，合同学習の計画） 

ウ 中学校 ２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）全体での活動：図書館の利用と買い物学習 お楽しみ会（クリスマス会） 

（イ）近隣校での活動：海水浴 お楽しみ会 遠足  

イ 中学校 

（ア）調理実習と交流会 

 

３  おわりに 

それぞれの行事や合同学習を継続して行うことで、児童・生徒が見通しをもって、生き生きと取り

組み、主体的に活動できるようになっている。また、支部の話し合いで行事や合同学習の内容を決定

する際、前回の反省や意見をもとにして活動内容の工夫・改善がなされ、学校間で協力しながら活動

を進めることができた。 

来年度も、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。 
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一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援のあり方 

 

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。在籍数は、小・中学校とも

各学級数、人数とも増加の傾向にあり、個々の障害の実態は多様化の傾向にある。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 

   ４月２３日     ○第１回協議会（柳東小学校） 

               ・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 ５日          ○夏季研修会 (柳東小学校) 

                            ・自立活動について 

                              受指導 

                              特別支援教育推進室 

                                  指導主事 藤岡 直樹 様 

                                  指導主事 刀祢 龍樹 様 

   ８月 ６日     ○平成２５年度山特連夏季研修会（山口大学他） 

・自立活動についての事例発表及び協議 

１０月 ８日     ○第１回柳井市合同体験活動（くだまつスポーツセンター） 

                            ・台風のため中止 

                            ・（電車を利用し、ボウリング・ゴーカート・中学生によ

るクイズ大会などを予定していた。） 

  １０月１日～７日   ○「心のとも運動」参加 

   １月２０日     ○第２回協議会（柳東小学校）   

              ・今年度の研修のまとめ、反省、情報交換 

３  おわりに 

  本年度も児童生徒とのふれあいをねらい合同体験活動を計画したが、台風のため実施

することができなかった。しかし、夏季研修会において自立活動について教育庁特別支

援教育推進室から指導をいただき、子どもの実態に対してどのように支援をしていくか

を具体的に知ることができた。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。 
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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２５年４月２３日（火）１５：００～１６：３０ 

(2)   会  場  田布施町立田布施西小学校 

(3)  研修内容   

ア 昨年度の報告 

イ 今年度の活動計画・予算の検討 

ウ 山特連校外学習について 

エ 山特連宿泊活動について 

オ 山特連夏季研修大会について 

 

２ 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２５年７月１０日（水） 

(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 歌・ゲーム 

オ ゴーカート 

カ 閉会行事（表彰・中学３年生の言葉・支部長挨拶） 

 

３ 第２回研修会 

(1)  日  時  平成２５年７月３０日（火）１４：３０～１６：００ 

(2)  会  場  ワークショップ白壁 

(3)  内  容 

4 



ア 施設見学 

イ 施設説明・質疑応答 

ウ 打合せ（宿泊学習・心のとも運動について） 

 

４ 特別支援学級連合宿泊活動 

(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

ばせる。 

(2)  期  日  平成２５年１１月７日（木）～８日（金） 

(3)  場  所  山口県スポーツ交流村 

(4)  活動内容 

ア １１月７日（木）【第１日め】 

(ｱ)  入村式 

(ｲ)  グループ活動 

(ｳ)  昼食（班活動） 

(ｴ)  ネイチャークラフト・クルージング 

(ｵ)  夕べのつどい 

(ｶ)  お楽しみ会 

イ １１月８日（金）【第２日め】 

(ｱ)  朝のつどい 

(ｲ)  コーディネーショントレーニング 

 

５ 第３回研修会 

(1)  日  時  平成２６年３月３日（月）１４：００～１６：００ 

(2)  会  場  田布施西小学校 

(3)  内  容 

ア 講話「特別支援学級のよりよい運営を目指して」 

  講師 柳井市立柳井小学校 三谷泰隆先生 （柳井地区地域コーディネーター） 

イ 本年度活動の反省 

ウ 来年度の活動について 

エ 第２回支部長・地区主任研修会復伝 
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豊かな心を持ち、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、他校と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 

１５月 連絡協議会 ・・・研修組織・研修主題決定、年間計画作成  

１５月 連絡協議会 ・・・第１回体験学習「ふれあいフェスタ２０１３」の計画 

１６月 第１回体験学習「ふれあいフェスタ２０１３」実施（下松スポーツ公園体育館） 

１７月 連絡協議会 ・・・第２回体験学習計画立案 

１０月 第２回体験学習実施（徳山動物園等） 

１２月 連絡協議会 ・・・第３回体験学習「卒業生を励ます会」の計画検討 

１１月 連絡協議会 ・・・「卒業生を励ます会」の打ち合わせ、文集作成について 

１２月 第３回体験学習「卒業生を励ます会」（ほしらんど くだまつ） 

１３月 連絡協議会 ・・・研修の反省とまとめ、来年度への見通し 

 

３ 活動の経過 

  本支部では、市内１０校に特別支援学級がある。そこで、年度初めに児童生徒のグル

ープ編成を行った。第１回体験学習の「ふれあいフェスタ２０１３」では、グループご

とに、まず自己紹介をし、その後レクレーションを行い、どの子どもも活動に意欲的に

取り組むことができた。午後からは保護者の事前アンケートをもとに進路・学習・生活

等テーマごとにグループ編成をし、いろいろな意見や悩みを話し合う保護者同士の交流

の場を設定した。第２回の体験学習については、徳山動物園でグループごとに活動した

後、各学校ごとに、食事や買い物学習をとりいれた活動を計画した。３学期は、「卒業

生を励ます会」を実施した。在校生は、同じグループの卒業生にメッセージを書いて送

ったり、卒業生と一緒にゲームをしたりし、さらに交流を深めた。 

 

４ おわりに 

  体験学習では、１年間を通じ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た。また、毎年、同じ形式の活動を行うので、子どもたちも見通

しが立ち、安心して活動を行う姿が見られた。その中で、人前で発表したり、集団をま

とめたり、準備や後片付けをしたりする活動を、高学年になるにつれ、立派に行うこと

ができており、とても有意義な活動となっている。子どもたちの成長の様子を見ること

ができ、今後も継続して行っていきたい。 
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   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校から構成されており、小・中合同での体験活動（宿

泊活動、２回の校外学習）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支援を行った。研修主題達成

と教員の資質向上のための研修会は、支部に於いて計画し、毎年４回実施した。 

   

２ 研修・活動の歩 

   ５月 １日（水） 光市教育研究会総会及び研修（研修主題の決定、研修計画の立案） 

   ６月１９日（水） 市教研一斉研修  

       内容 個別の指導計画に基づいた授業の参観と研究協議          

                     授業者 光市立光井中学校 清水 俊輝教諭 市川 宏子教諭 

    ６月１３日（木）～１４日（金） 小中合同宿泊活動 

   ８月 ７日（火） 市教研実技研修   

内容  総合支援学校について学ぶ 

                     指導者 光市立光井小学校 岩政 浩二教諭 

    ８月２３日（水） 市教研専門部会   

内容  ユニバーサルデザイン化を目指した授業作り 

                     講師 周南総合支援学校 別府 登志子教諭 

              徳山総合支援学校 松田 敏明教諭  

  １１月２２日（金） 小中合同校外学習（徳山動物園、周南フレンドパーク） 

    ２月１０日（月） 小中合同校外学習（くだまつスポーツセンター） 

 

３ おわりに 

  本年度は、中学校で授業研究が行われ、小学校の会員に貴重な体験の機会を提供する

ことができた。加えて、自立活動の授業が公開されたこともとても有意義であった。支

部内での小中の交流はスムースに行われたが、事務局が単年度で変わり、時間的制約も

あるため支部の運営、活動について見直すことが難しいことが課題と言える。 
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一人ひとりの生きる力を高め、自立・社会参加を支える支援のありかた 

～ コミュニケーション能力の向上をめざして ～ 

周 南 支 部  

１ はじめに 

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

る。今年度は、各地区の児童生徒数に応じて、地区の中において２つに分けて活動したり、

小中合同で活動したりするなど、各地区の実情に応じた活動を展開している。本年度の設 

置状況は以下のとおりである。 

 東部地区 中部地区 西部地区 支部全体 

《 小学校 》 

知 的 障 害   

自閉･情緒障害 

肢体不自由   

難  聴    

５校(６学級) 

５学級 

１学級 

０学級 

０学級 

10校(25学級) 

11学級 

11学級 

２学級 

１学級 

８校(14学級) 

７学級 

６学級 

１学級 

０学級 

23校(45学級) 

23学級 

18学級 

３学級 

１学級 

《 中学校 》 

知 的 障 害    

自閉･情緒障害 

肢体不自由   

難  聴    

１校(３学級) 

１学級 

１学級 

１学級 

０学級 

６校(14学級) 

５学級 

６学級 

０学級 

３学級 

５校(６学級) 

３学級 

３学級 

０学級 

０学級 

12校(23学級) 

９学級 

10学級 

１学級 

３学級 

 

２ 研修及び活動報告 

（１）支部代表者会議 ６月２１日（金） 於：周南市久米公民館 

 ① 講 話  「今日的な特別支援教育の課題への取組」 

         周南市教育委員会学校教育課 指導主事 佐 野 正 洋 先生 

 ② 県支部長会報告 

 ③ 周南支部の組織及び活動 

 ④ 各地区別部会 

 

（２）各地区の活動 

  ① 東部地区 

【小中合同】第１回「交流学習」１１月１５日（金） 於；鶴いこいの里交流センター 

 内容；パン作り、ゲーム等(自己紹介､名刺交換､記念撮影)、八代地区散策(鶴監視所) 

【小中合同】第２回「交流学習」２月１４日（金） 於；熊毛支所・熊毛武道館 

 内容；ブーメラン作り、手打ちうどん作り、卒業生をお祝いする会 

  ※ 児童生徒を縦割りで４グループに分けて交流の機会を増やし、昼食作りやレクリエ  

ーション活動・製作活動などにも積極的に取り組んだ。また、八代地区の散策では鶴

監視所からの鶴の観察を通して故郷に対する意識を高めることもできた。 

 ② 中部地区 （今年度は小学校を２グループに分けて開催） 

 



【小学校Ａグループ】「なかよしフェスティバル」１１月７日（木） 於；徳山動物園 

 内容；動物とのふれあい(餌やり体験)、ウォークラリー(買い物学習､動物･乗り物巡り) 

 ※ 中部地区小学校を２つに分けて活動したことで集団活動をスムーズに進めることが  

できた。他校の児童同士が互いに気遣いを見せたり、下級生への手助けをしたりする

など、体験活動を通して、積極的にコミュニケーションをとる児童も見られ、児童同

士の交流も深まった。 

【小学校Ｂグループ】「なかよしフェスティバル」１１月８日（金） 

           於；周南総合スポーツセンター 

 内容；コミュニケーション活動（自己紹介・名刺交換など） 

    レクリエーション（講師を招きレクリエーション体操を実施） 

 ※ 各校で役割分担を決める際、すべての児童が何らかの役割を持たせるように配慮し、  

活躍の場を保障した。講師の先生が児童の実態に応じた内容を考えられ、楽しく活動

することができた。 

【中学校】「交流学習会」９月３０日（月） 於；ふれあいの森なんでも工房 

 内容；調理活動（ピザ、おにぎり、バウムクーヘン、フルーツミックス） 

    製作活動（竹とんぼ、紙かご製作、木の実製作） 

 ※ 学校にはない木造の遊具で他校の生徒と楽しみ、調理活動や午後の製作活動も協力  

して行うことができた。日常とは違う環境の中で、互いの作業を確認しながら進めて

いくことで自他ともに尊重し合い、人間関係力も身に付けることができた。 

③ 西部地区 

【小中合同】「なかよしフェスタ」１０月２１日（月） 於；周南市立富田東小学校 

 内容；レクリエーション活動、ゲーム 

【中学校】「わくわくフェスタ」１２月１３日（金） 

       於；イズミゆめタウン新南陽店、新南陽総合福祉センター 

 内容；買い物学習、調理実習（カレーライス、サラダ、クレープ）交流会 

【小学校】「わくわくフェスタ」２月１８日（火） 於；周南市立富田東小学校 

 内容；卒業生を送る会、陶芸活動 

 ※ 小中合同「なかよしフェスタ」は、公共交通機関を利用して集合し、県レクリエー  

ション協会の方を講師に招き、児童生徒が楽しく活動しながら交流を深めることがで  

きた。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能力を高

める上でもよい学習の場となった。「わくわくフェスタ」では、小学校はクイズやゲ

ームを行う卒業生を送る会や、外部講師による陶芸教室、中学校は、班で協力しなが

ら買い物や調理を行い、交流会では各校の紹介や特技の披露などを通して親睦を深め

ることができた。 

 

３ おわりに 

 各地区ともに児童生徒の実態や発達段階に考慮した交流活動が行われた。また、児童生

徒への支援や対応の在り方については、引率した教員同士が互いに相談・学習できる場に

もなり、充実した研修にもなった。今後も活動内容の充実を図り、交流学習会のねらいを

踏まえた学習会にしていきたい。 
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個々の障害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 はじめに 

  山口市では、特別支援学級に在籍する児童・生徒数が増え続けている中、担当する教

員は、さまざまな障害のある児童・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。しかしながら、障害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り、新たな指導方法やより効果的な対応が求められてき

ている。  

  そこで、今年度も引き続き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 研修の歩み 

（１） 山口市教育研究会特別支援教育部会    

日時：平成２５年５月７日（火）   

場所：山口市立平川小学校  

内容：役員選出、平成２４年度事業報告及び会計報告をした。  

今年度研究主題及び研究計画の立案をした。  

（２） 第１回部会研修会      

日時：平成２５年６月   

場所：グループ別（AB、CDE、FG ブロック）  

内容：昨年度の反省をもとに、今年度の研修計画について協議した。  

（３） 部会研修視察 

日時：平成２５年７月３０日（火）    

場所：宇部市内  

内容：「ＮＰＯ法人」「ぐうですぐう」「リベルタス興産」を視察。  

（４） 全体研修会  

日時：平成２５年８月２２日（木）    

場所：山口県教育会館  

内容：心理検査の理解と実技研修（ＷＩＳＣ－Ⅲの実施の仕方及び検査の読み     

   取りの仕方） 

（５） 第２回部会研修会  

３つのグループに分かれ、それぞれ研修主題に基づくテーマを設定し、研修を行

った。各ブロックの研修のテーマや内容は以下のとおりである。  

  ◆Ａ・Ｂブロック  

   日 時：平成２５年８月２日（金）   

場 所：山口市立湯田中学校  

テーマ：「児童・生徒理解の支援の方法について」  
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   内 容：各校の実践等の情報交換を行った。  

  ◆Ｃ・Ｄ・Ｅブロック  

    日 時：平成２５年８月８日（木）   

場 所：山口市立小郡南小学校  

講 師：やまぐち総合教育支援センター  研究指導主事 宮本 剛 先生  

テーマ：「個々の障害に応じた学習及び生活指導の内容・方法の改善と充実」 

    内 容：講師に宮本先生を招いて「特別支援教育における ipad 等タブレット

の効果的な使い方」についてスキルアップ研修講座を開催すると同

時に、各校の実践などの情報交換を行った。  

◆Ｆ・Ｇブロック  

日 時：平成２５年７月２９日（月）   

場 所：山口市立平川小学校  

講 師：江田良市指導主事（山口市教育委員会）  

テーマ：「交流学習の現状と課題」  

 内 容：指導講話と各学校の交流学習における課題等についての協議を行っ

た。  

 

３ 研修の成果と今後の課題 

  特別支援教育は、障害のある児童・生徒が自立し、将来に向けて社会参加できるよう、

その子のニーズにあった支援をしていくことが大切である。しかし現場は急増する発達

障害など、児童・生徒の障害特性や実態が多様化しており、対応するためには私た

ち自身が幅広い知識と多くの支援方法を習得することが必要である。そのため特別

支援部でも現場のニーズに応えるような研修を開催した。  

７月３０日に宇部方面で行った研修視察は、今後の児童の姿を見据える上で勉強

になるものであった。 

８月２２日に県教育会館で開催した WISCⅢの検査結果の見方についての全体研修

会は大変わかりやすく、役に立つものであった。  

７，８月に行ったグループ別研修は、具体的な指導・支援方法を協議し、それぞ

れの学校の問題点等を情報交換することで、より子どもの実態に応じた指導・支援

を探る貴重な機会となった。  

今回の研修で学んだことを今後もしっかりと生かしながら、個々に応じた支援を

していきたい。 
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平成２５年度支部活動報告 

防府支部 

 

１ はじめに 

  本支部では、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「学習発表会」という大きな行事を計画、実施している。この行事に向けて、各校 

が協力して内容や指導・支援の方法を決めて合同練習を行った。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い部会ごとに研修を進める他、 

小・中合同の研修会も行った。 

 

２ 研修の歩み 

  H25.6.10  第１回小中合同主任研修会 

             ○「山口県特別支援教育研究連盟研修大会」について 

   ○「心のとも運動」の進め方について 

   ○防府支部の研修について 

   ○卒業生を送る会・学習発表会について 

  H25.8.6  山口県特別支援教育研究連盟研修大会 

             第６分科会 教育の連携及びコーディネーターのあり方について       

    H25.9~10 「心のとも運動」の呼びかけ、集約、発注、受け渡し 

  H25.12.9  第２回小中合同主任研修会 

             ○「心のとも運動」について 

             ○研修活動について 

   ○卒業生を送る会・学習発表会について 

  H26.2.14 「防府市卒業生を送る会および学習発表会」の実施 

             ○実施に向けて  

         H25.11.21 

                H26. 1.14 

              H26.1～2 

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 

    H26.2.14    小・中合同研修会 

    （午後）    ・講演「高等学校における特別支援について」 

            山口南総合支援学校 久冨 貴司 先生 

         ・小・中・高情報交換会   

  H.26.3     本年度の研修活動のまとめ、決算・監査 

  

10 



３ おわりに                  

  研修会への参加や情報交換を通して、児童・生徒への具体的な指導内容・方法につい 

ての研修を深め、日々の実践に生かすことができた。また、「卒業生を送る会および学 

習発表会」では、他校と合同で練習することにより、連携・協力しながら児童生徒の指 

導・支援にあたり、個に応じた対応の仕方を実践的に学ぶことができた。児童・生徒も、 

会に向けての練習・発表・事後の活動に主体的に取り組み、友達とともに活動したこと 

が励みや自信となり、将来への希望と意欲をもつことにつながったのではないかと思う。 

  また、今年度は数年来途切れていた小・中合同の研修会を行うことができた。予算不 

足と部員全員が参加可能な日が取れないという理由から、合同研修と研修視察をやめて 

いたが、山特連の活動の主旨を考えれば、今後も時期や内容を考慮しつつ合同研修会を 

行うべきだと思う。 

  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、一層の研修に努めていきたい。  
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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 主題への取り組み 

  総合支援学校高等部への進学を考える時、高等部を卒業した後は、どんな生活を送ることができるのか、

本人や保護者の願いを聞きながら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

リア教育において特に人間関係づくりを考慮して、今までの行事を見なおしてみた。 

 

２ 研修内容 

（１） 第１回宇部市中学校特別支援学級担当者研修会 

        ア 日 時  平成２５年４月１５日（月）１４：３０～１６：３０ 

  イ 内 容  本年度の役割の決定 

（２） 第 2回宇部市中学校特別支援学級担当者研修会 

        ア 日 時  平成２５年５月１６日（木）１４：３０～１６：３０ 

  イ 内 容  本年度の研修計画立案 

(３) 宇部市中学校特別支援学級野外活動 

  ア 日 時  平成２５年６月１４日(金)  9時３０分～１４時３０分 

イ 内 容  ときわキャンプ場での野外炊飯活動 

（４）宇部市中学校特別支援学級社会見学 

  ア 日 時  平成２５年 7月 5日（金）８時３０分～１６時００分 

（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 日 時  平成２５年８月５日（月）  ９時１５分～１６時 

    イ 内 容 

    （ア） 障害者種別研修会  

(イ)  西川医院 発達診療部 発達障害研究センター 研修会 

   Ａ 施設見学 

Ｂ 施設などの説明 部長・センター長 林医師  

   (６)  宇部市小・中学校なかよしふれあい運動会 

    ア 日 時  平成２５年１０月４日(金)  ９時３０分～１３時 

       イ  内 容  西部体育館での小・中合同運動会 

(７)  宇部市中学校特別支援学級作業体験学習 

    ア 日 時  平成２５年１１月１２日(火)～~１１月１５日(金 )  ９時３０分～１５時３０分 

    イ 内 容  ときわ公園での落ち葉集め作業 
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３ 成果と課題 

夏季研修会の施設見学では障害者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

では障害者の方々が働いておられる側で参加生徒が作業をしたり、休憩時には働いておられる方々と交流する

こともでき、社会に出て働くことを生徒もイメージできたいへん有意義な体験になった。 

生徒の活動においては、他校の生徒とのふれあいを重視した活動を設けたが、うまく接することがなかなか

難しく、コミュニケーションスキルを高めることがこれからの課題であると感じた。 
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生きる力を育み、自立に向けた学ぶ力を育成する指導のあり方 

～豊かな生活をめざすコミュニケーション能力の育成～ 

                       

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５年目となる。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・生徒の交流や教育講演会を開催する

と共に、小教研・中教研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回の行事が小中の教員が互いに

研修や情報交換を行う場となっている。今年度は、美祢市における特別支援学級設置校は、小

学校８校（全２１校中）中学校５校（全８校中）であり、在籍児童数は、３２名である。 

  中教研特別支援教育部会では、今まで取り組んできた「キャリア教育」から、「個に応じた指

導（支援）のあり方」に移し、研修を進めた。 

 

２ 研修・活動の歩み 

５月１５日（水）  小教研第 1回部会 研究課題の検討・設定、研究計画の立案  

1年間の計画づくり 

６月～7月     心のとも運動 

８月９日（金）   中教研部会 

          ・ケース会議（障害のある生徒への校内における具体的支援のあり方

について考える。 

          ・指導講話  

指導者 山口県立宇部総合支援学校 教諭 松岡 孝志 様 

          特別支援教育サポート事業活動打ち合わせ 

          ・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４日（金）  ふれあい交流会 

・秋吉台サファリーランドに於いてふれあいオリエンテーリングやふ

れあいゲーム等を実施 

  １１月２９日（金） 教育講演会  

・講師 社会福祉法人同朋福祉会 理事長 河内 美舟 様 

・会場  サンワーク美祢 

・演題 「容認の心 ～ほら、こっちみて！～」 

 ２月２０日（木）  卒業生を送る会 

           ・会場  美東センター 

           ・平成２５年度サポート授業反省会 

 

３ おわりに 

  今年度も「ふれあい交流会」や「卒業生を送る会」で、市内の小・中学校特別支援教育学級

に在籍する児童生徒が一堂に会して活動を行い、交流を深めることができた。サポート授業の

３つの活動を継続して行うことで、小・中学校の連携も深めることができよい活動となった。 

  教育講演会では、施設支援の様子や願いが良く分かり、障害を受け止めて一人ひとりの居場

所を保障していくことの大切さを改めて気付くことができた。講演者自身の体験から生まれた

話の内容は、とても温もりのある内容でよかった。今後もさらにサポート授業の活動を深化・

拡充していきたい。 
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   研 究 主 題  
 

一人ひとり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  

～集団の中で、人との関わりを深める合同学習会の実践～  

 

下関支部 【阿川小 滝部小 川棚小 誠意小 小串小】  

 

１ はじめに 

 （１） 概 要 

          本グループは、下関市内の豊北町および豊浦町内にある特別支援学級設置校に
より構成されている。各校の構成は以下の通りである。  

 

 知 的  自閉症・情緒    合 計 教職員 

阿  川  小  学  校 － ２ ２ １ 

滝  部  小  学  校 １ － １ １ 

川  棚  小  学  校 ８ ３ １１ ２ 

誠  意  小  学  校 ４ １ ５ ２ 

小  串  小  学  校 － ２ ２ １ 

合   計  １３ ８ ２１ ７ 

 

          本グループの活動が始まって８年目になる。昨年度より、知的学級と自閉症・
情緒学級の２障害になった。昨年度の反省をもとに、研究主題のサブテーマを意

識しつつ、内容を一部変更して年間の予定を立て、実施してきた。活動内容を全

体として大きく変えることはせず、児童は年間の合同学習の流れを知ったうえ
で、見通しをもってそれぞれの活動に楽しく参加しながら関わりを深める交流が

できている。  
                         本グループの人数の推移  

年  度 学  校  数 児  童  数 教職員数  

平成１８年度       ５           １４          ９     

平成１９年度       ６           １９         １０    

平成２０年度       ７           ２１         １３    

平成２１年度       ８           ２４         １２    

平成２２年度       ８           １９         １１    

平成２３年度       ７           １８          ９     

平成２４年度       ５           １８          ７     

平成２５年度       ５      ２１      ７ 

 

           全体を４グループ（パンダ・うさぎ・ぞう・きりん）に分け、各グループは、

学校や学年、男女のバランスなどを考慮して編成している。しかし、本グルー
プの状況として、上記の表のように、学校数、教職員数が減少傾向にある。特

に、教職員の減少は活動をする上で痛手であるが、そこはチームワークと支援

員の協力で乗り越えている。  

           本グループの特徴としては、豊北・豊浦地区の中学校３校、山口県立豊浦総

合支援学校と年２回の合同学習を行ったり、保護者が参加できる合同学習が多

かったりすることがあげられる。  

（２） 研究主題について  

          本グループには、少人数の学級が多く、学級の中で、一人ひとりのよさを生か
したふれあいを深めることが難しい状況にある。そこで、主題解明に向けて合同

学習を次のように考え、実践した。  
①友だちを作り、ふれあいを深める絶好の場にする。  

②日頃と違った集団、あるいは環境の中で自分の力を発揮したり、友達を作った

り、新しい体験をしたりすることで、学校では見られない子ども達のよさを見
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つける。  

③そのよさを認め、賞賛したり、学校に持ち帰り、生かしたりする。  

④回を重ねることで、子ども達に安心感を与え、リラックスした雰囲気の中で活
動させる。  

⑤子どもだけに限らず、保護者も、障害のある子どもをもつ親として、親身に話

をしたり相談したりして、交流を深める場にする。  

⑥教員も特別支援教育について気軽に語り合える場にする。  

 
２ 本年度の合同学習 

 
期 日 

 
会 場 

【学習テーマ（単元名 )】 

（主な活動内容）  

中学校と支援学

校の参加 

保護者

の参加  

７月   ５日（金）
 川棚小学校  

（下関市豊浦町）  

【七夕運動会】  

（笹飾り  ゲーム）  
有

 
有

 

９月   ５日（木） 
ほうせんぐり海浜公園  

（下関市豊北町）  

【海浜活動】  

(砂遊び   ゲーム   スイカ割り ) 
無

 
＊

 

１１月  ５日 (火）
 久山園  

（下関市豊浦町）  

【みかん狩り】  

(みかん狩りゲーム  草スキー ) 
有

 
有

 

１１月２２日 (金 )
 ロイヤルボウル  

（下関市東大和町） 

【なかよし遠足】  

（ボウリング  外食  買い物 ) 
無

 
無

 

２月２６日（水）
 滝部小学校  

（下関市豊北町）  

【お別れ会】  

（パフェ作り  ゲーム ) 
無

 
有

 

                                                ＊＝希望者のみ見学（自由参観） 

     ※なかよし遠足の行き先  平成１８年度～平成２０年度   到津の森  
                         平成２１年度～平成２３年度     海響館  

                         平成２４年度～平成２５年度     下関ロイヤルボウル  

 

３ 活動の概要 
（１）第１回合同学習会   【七夕運動会をしよう】  

    ①日  時    ７月５日（金）１０：００～  
                   １３：３０  
    ②会  場     下関市立川棚小学校  

    ③参  加  者     小学校児童 中学校生徒   
         豊浦総合支援学校生徒（中学部）  

         保護者 教員 

    ④活動内容     ・名刺交換ゲーム  
                  ・運動会   

           ストレッチ体操  

                      グループ対抗競技（王様ジャンケン  コミュニケーションゲーム） 

                      親子ゲーム（風船バレーボール）  

                  ・七夕会   

                      自己紹介と願い事の発表  

                      七夕の飾り付け   合唱 

   ⑤成果と課題  
      ・児童生徒や教員の役割分担を事前に話し合って  

    いたので、関わりを深めながらスムース進行で  

    きた。 

      ・初めて顔を合わせる子ども達も、ゲームを通し  
    て自然にふれ合い、徐々に親しく関わることが  

    できた。  

   ・教員の自己紹介もしたので、他校の保護者や児   
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童とも、早く慣れ親しむことができた。  

   ・仲間と夢中で動くことで、親子がいっしょによい汗をかけた。  

   ・たいへん暑い時期だったので、水分の補給
や休憩等の配慮、入念な熱中症対策の重要

性を改めて感じた。  

（２）第２回合同学習  【海浜活動で交流を深めよう】 

    ①日  時    ９月５日（木）１０：００～  

                  １３：００  
    ②会  場     阿川ほうせんぐり海浜公園  

    ③参  加  者     小学校児童  

         教員（保護者は自由参観）  

    ④活動内容  ・ゲーム（リレー  つなひき  宝探し） 

               ・砂遊び（サンドアート）  
               ・スイカ割り大会  

    ⑤成果と課題  

      ・昨年までは、「夏祭り」という形で夏期休業中に実施していたが、授業日ではな

いため、せっかく準備に時間をかけて内容を充実させても、欠席者が多かった。

そこで、今年度は思い切って内容を変え、授業日に実施したので、ほぼ全員が参

加できた。  

・それぞれの担当を中心に、みんなで協力したので、スムースな進行ができた。活
動内容も児童が楽しめるように工夫できた。  

・豊浦町の３校は、共に行きがスクールバスで、帰りはＪＲを利用した。共通の交
通手段を使ったので、車中や電車を待つ時間などにも交流が深まり、情報交換も

できた。  

 

 

（３）第３回合同学習会   【みかん狩りに行こう】  

    ①日 時    １１月５日（火）１０：００～  
１３：３０  

    ②会 場     久山園（豊浦町吉永）  

    ③参加者     小学校児童  中学校生徒  

         豊浦総合支援学校児童生徒（小・中  

学部）保護者  教員  

    ④活動内容     ・自己紹介と親睦ゲーム  

                  ・ゲーム（めかたでドン！！）  

                  ・みかん狩り  

                  ・草スキーでの交流  

                  ・グループごとに昼食  

         ・自由交歓会 記念撮影  

    ⑤成果と課題  

      ・ゲーム「めかたでドン」は、一つの班を２つのグループに分けて行ったので、た
くさんの子どもの活躍の場ができてよかった。  

   ・今年は保護者もチームを作っていっしょに参加することで、親子が共に楽しんだ
り保護者どうしの交流を、いっそう深めたりすることができた。  

   ・草スキー等の自由時間に無理なく交流できるので、集団の苦手な子どもにとって

はとてもよかった。  
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（４）第４回合同学習    【なかよし遠足】  

    ①日  時   １１月２２日（金）８：３０～  

                    １６：３０  
    ②会  場   下関ロイヤルボウル   シーモール下関  

    ③参  加  者   小学校児童   保護者 教員 

    ④活動内容   ・公共交通機関（ JR)を利用しての移動  

・交通安全に注意しての集団行動  

                ・乗り物、買い物での金銭の使用  
                ・レジャー施設の利用の経験  

          ・外食の利用の経験  

         （メニューの選択と金銭の支払い）  

   ⑤成果と課題                

      ・外食は、初めての試みであり、計画を立てる段階では不  

安もあったが、限られた２店に分かれ、子どもたちはと     

ても楽しそうに選んで食べることができていた。  

    ・ロイヤルボウルの方の御配慮により、マイクロバスで送   

迎していただけたので助かった。  

・シーモールでは、１００円ショップで買い物をした。限

られた小遣いではあったが、店内でしっかりと品定めを

しながら買い物を楽しむことができた。  
・北西部の子どもたちは、北西部の教員全員で世話をしよ    

うという考えで行動し、指導にあたったので、レジャー   

施設でも他人に迷惑をかけることなく、楽しく過ごすこ   

とができた。  

・ゲームの結果に一喜一憂しながらボウリングを楽しみ、他校の友だちの投球に熱
い声援を送ったり拍手したりしながら関わり合いを深める姿に、児童の成長を感

じた。 
（５）第５回合同学習    【お別れ会をしよう】（予定）  

    ①日  時    ２月２６日（水）１０：００～１４：００  

    ②会  場     下関市立滝部小学校  

    ③参  加  者     小学校児童  保護者 教員 

    ④活動内容     ・パフェ作り  

                  ・卒業生を送る会（交流の振り返り  スライド上映 等） 
 
４ おわりに 

   本年度も５回の合同学習会を実施したことにより、友だちの名前を覚えて話をしたり、

一緒に遊んだりすることができるようになった子どももいる。特に少人数の学校は、他

の学校の友だちとの交流が深まり、次の会で会うことを楽しみにするようになっている。

ふだんの学校生活ではできない、いろいろな体験をすることにより、見聞が広がり、自
信にもつながっている。  

    今年度の大きな成果として、夏期休業中の「夏祭りをしよう」に替えて、授業日に「海

浜活動」を実施したので、参加者が少なくならず、多くの児童がしっかり交流できたこ

とがあげられる。また、ファストフード店等を利用した外食も新しい試みであったが、

社会体験の幅が広がり、取り入れてよかった。 

   子どもたちに限らず、保護者も、教職員も、回を重ねるごとに親しさが増し、連帯感

も生まれてきた。また、教員や保護者にとっては、絶好の情報交換の場ともなっている。 

来年度も、こうしたよさを生かしながら、年間計画を立て、さらに研究主題へと迫り
たい。  

 

   【研究同人】  

 〇阿川小学校・・・西山正敏       〇誠意小学校・・・西島亮子  ・  畠中智子 
 〇滝部小学校・・・野間明香里    〇川棚小学校・・・山下昌彦  ・  吉村優子 

 〇小串小学校・・・岡﨑伊眞子  
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一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援の在り方 

～校内支援体制の充実～ 

 

萩・阿武支部 

 

１ はじめに 

  本支部は、特別支援学級設置校が２３校（小学校１５校、中学校８校）で、学級数は

３４学級（知的１３、肢体２、難聴１、自閉症・情緒１８）である。特別支援学級に在

籍する児童生徒数は６４名（小学生４１名、中学生２３名）で、増加傾向にある。障害

の特性や状態は様々であり、多様化するニーズにこたえるため、今年度も昨年度に引き

続き同じテーマを設定し、児童生徒や保護者との交流会や、教員の資質向上のための研

修会などを実施し、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１７日（月） １４：００～１６：３０ 

    場所  阿武町民センター 

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 

        萩総合支援学校 地域コーディネーターの先生による研修会 

 

（２）山特連研修大会   

    日時  ８月 ６日（火） １０：００～１５：３０ 

    場所  山口大学、山口大学教育学部附属特別支援学校 

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とともに第５分科会（進路指導）の運営を

担当 

 

（３）山特連萩・阿武支部研修会（小教研、中教研を兼ねる）  

    日時  ８月１９日（月） ９：００～１１：３０ 

    場所  阿武町民センター 

内容  グループ別協議と発表 

        ・一斉授業の中での支援 

・幼・保→小→中→高のつながり 

・集団の中で適応が難しくなってきた児童生徒への対応 

・個別の指導計画の活用と評価 

指導講話 「一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援と校内体制づくり」 

講師：光市立光井小学校 西川麻里子 教諭（教育力向上指導員） 
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（４）山特連萩・阿武支部交流会   

    日時  １０月１０日（木）９：３０～１４：３０ 

    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） 

        ・萩焼きづくり体験（児童生徒・担当教員・希望の保護者） 

        ・情報提供及び情報交換会（保護者・各校校長）  

「就労支援について」 

           講師：ふたば園障害者就業・生活支援センター 

ほっとわーく  森脇俊一 様 

 

（５）山特連萩・阿武支部研修会   

     日時  １月１６日（木） １４：００～１６：００ 

     場所  阿武町民センター 

内容  講演会「子どもの心をわかろうとすることの大切さ」 

              ―校内支援体制の充実に向けて― 

          講師 医療法人水の木会萩病院  

             山口県スクールカウンセラー 

                臨床心理士   武田朋昭 様 

 

３ おわりに 

 「山特連交流会」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堂に会

し、活動を通して交流を深める貴重な機会として定着している。参加者全員の自己紹介に

始まり、人間関係づくりゲームや萩焼作りの体験活動を楽しく行った。参加人数が増え自

己紹介に時間がかかったが、温かい雰囲気の中、みんなが静かに聞くことができたことに

は感動を覚えた。みんなの前で自己紹介をすることは、子どもたちにとってコミュニケー

ションの力を育てるのに大切な活動である。途中休憩を入れるなど時間配分を工夫しなが

ら、今後もぜひ続けていきたいと思う。年に一度会うことが、子どもたちだけでなく保護

者や教員にとっても楽しみであり、お互いの成長を実感できる場にもなっている。また、

今回就労支援についての話を聞いたことも、子どもたちの将来を考える上で有意義だった。 

研修会は、夏に山口大学で行われる研修大会への参加と分科会の運営の他、地区での研

修会を２回行った。１回目は、昨年度は小・中学校が別々に行った研修会を合同開催とし、

グループ別の協議・発表の後、指導講話を聞いた。お互いの学校の様子や取り組みなどが

よくわかり、来年度もぜひ一緒に研修したいという意見が多かった。２回目は講演会とし、

スクールカウンセラーの立場から子どもの心をわかろうとすることについて話していただ

いた。子どもができるところに着目し、もともともっている良さを伸ばしていこうとする

かかわり方の大切さを、改めて実感することができた。 

各校がそれぞれ抱えている課題は多いが、児童生徒や保護者側に立った支援のあり方を

第一に考え、小・中学校の連携を深め交流を図りながら、支部全体で今後の特別支援教育

の充実に努めていきたい。 
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「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  

   長門市の特別支援教育研究部は、小・中学校が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、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。 

   活動は、年間を通して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。そのよ

うな組織で運営することによって近隣地域の各学校教員の連携を深めるとともに、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２５年５月１４日（火）  １４：００～１６：３０  

会場  長門市立深川中学校  

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発表について）  

（２） 長門市夏季研修会  

日時  平成２５年８月１日（木）  １３：３０～１６：３０  

会場  ラポールゆや  

内容  全体研修  

「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～通  

級指導教室の実践から～」  

指導者  山陽小野田市立厚狭小学校  教諭  縄手  昌子  先生  

（３） 研修視察  

日時  平成２５年８月２０日（火）  

場所  大津緑洋高等学校水産校舎、子ども発達支援センターからふる、  

   ＮＰＯ法人きらり  

内容  施設見学・事業説明  

（４） 「ひまわり会」イベント  

日時  平成２５年１０月２０日（日）  
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会場  長門市立向陽小学校（向陽の里）  

内容  かぼちゃキャンドルづくり、バーベキュー  

（５） 学習交歓会  

日時  平成２５年１１月２１日（木）  １０：００～１４：００  

会場  日置農村環境改善センター  多目的ホール  

内容  学習交歓会  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  有田  由美子  様        

（６） 授業研究・研修会  

日時  ２５年１２月３日（火）  １４：００～１６：３５  

会場  長門市立深川小学校  

内容  研究授業  国語科「声を出して詩を読もう」  教諭   利重  典子  先生  

   研究協議・指導講話  

     指導者  山口県立山口南総合支援学校   教諭 髙田  昌和  先生  

（７） 卒業生を送る会  

日時  平成２６年２月１７日（月）  １０：００～１６：００  

会場  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  

    講師 山口県レクリエーション協会   理事・事務局長  松田  義政  様  

      特別支援教育部研修会  

       ・１年間の活動を振り返って  

・会計報告  

 

３  成果と課題  

   夏季研修会や授業研究後の指導助言では、指導者の先生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、大変有意義な研修となった。「学  

習交歓会」や「卒業生を送る会」では、子どもたち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組の工夫を知り、子どもたちの成長をともに喜ぶ機  

会となった。また、研修時の情報交換や、小・中連携の取組の一環としての地域ごと  

の小・中学校合同の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  

来にい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おき、支援のあり方について考えを深めていき  

たい。  
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平成２５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に対して、障害や指導方法に対する理解を深める。 

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・具体的活動 

（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。 

→研修講座の実施 

ア 新着任者研修講座（日程・研修内容） 

 月 日(曜) 研修内容 担当 

① 

 

 

 

 

 

4月 3日（水） 

13:30～ 14:20 

 

 

障害のある幼児・児童・生徒の心理 

 ～障害のある児童・生徒の心の発達とサポート  

自立活動部 

(特別支援係）  

14:30～ 15:20 

 

進路決定に向けた取り組み 

 

進路支援部 

 

15:30～  個人パソコンの設定 

（校内ＬＡＮ、セキュリティ等） 

情報部 

② 

 

 

 

 

4月4日（木） 

 9:30～10:00 

 

学校における薬の管理と緊急対応マニュアル 

 

養護教諭 

10:10～ 12:00 

 

 

聴覚障害のある幼児・児童・生徒の理解と支援① 

  ～学校生活や授業等における配慮 

自立活動部 

（聴覚支援係） 

山口県聴覚障害者情報センター見学 研修支援部 

③ 

 

4月9日（火） 

13:30～ 15:30 

発達障害のある児童・生徒の指導と支援 

 ～学校生活や授業等における配慮  

自立活動部 

（特別支援係） 

④ 

 

4月16日（火） 

15:45～ 16:40 

聴覚障害のある幼児・児童・生徒の理解と支援② 

 ～コミュニケーション 

自立活動部 

（聴覚支援係） 

5月 14日 (火 ) 

15:45～ 16:40 

「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成と

活用 

特別支援教育センターの活動について 

自立活動部 

（特別支援係） 
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 6月 18日(火) 

15:45～ 16:40 

聴覚障害のある幼児・児童・生徒の理解と支援③ 

～諸検査からわかること（自立活動ファイルの活

用） 

自立活動部 

(聴覚支援係 ) 

備考：上記研修は希望者はどなたでも参加可能とした。  

 

（２）全教職員対象研修講座（日程・研修内容） 

① 

 

8月１日(木)

  

特別支援教育に関する研修 

  

自立活動部 

（聴覚支援係） 

 

 

 

 

② 

 

8月20日(火) 

  

聴覚障害教育に関する研修 

    

自立活動部 

(特別支援係 ) 

③ 

 

8月28日(水) 

1 0 : 00～ 1 2 :0 0 

復伝研修会 

 

自立活動部 

(特別支援係 ) 

備考：研修①、②は公開講座とした。(難聴学級や特別支援学校へも案内をした。) 

 

（３）年間を通して行う研修 

ア 授業研究（通年） 

着任者は３カ年で、授業における専門性をつける。１年目は障害のある

幼児児童生徒の障害の理解、並びに授業において個々に応じた指導ができ

ることを目的とした。 

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」 

 

イ 手話研修（通年）・・学部の実態、個々の先生の手話力の実態に応じて、聴覚

障害児に充実した指導ができるコミュニケーション能力（手話力）をつけるこ

とを目的として実施した。 

○校内講師による手話研修 
      幼小学部 ・・校内で講師を決めて実施  朝のワンポイント手話の実施 
      中高等部 ・・手話力アップ講座の実施 （年間１８回程度） 

○外部講師（ろう講師）による手話研修・・着任者対象研修、手話力向上研修 

 

ウ 個々の幼児児童生徒理解に関する研修 

各学部ごとの学部別研修サークル(通年実施)の中で、事例検討を行うなどして、

幼児児童生徒理解、学校生活や授業における支援のあり方等を共通理解し、指導

に生かしていった。 
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児童生徒の将来像を見据えた教育活動のあり方  

 

山口県立田布施総合支援学校 

 

 

1 研修主題について 

「児童生徒の将来像を見据えた教育活動のあり方」という研修主題を掲げて全校で取り

組んで本年で４年目になる。これまでに、この主題に沿って必要とされるテーマを各学部

や寄宿舎で設定し、教科や領域等に関わる指導や、児童生徒の理解と支援等について研修

を進めてきた。 

児童生徒の実態や個別のニーズ等は多様化しているが、将来像を見据えるという視点は、

すべての児童生徒に対して必要であり、それに応じた教育活動をすることは大切な取り組

みであると考え、今年度も引き続き研修主題とすることにした。 

 研修の方法としては、各学部や寄宿舎等でそれぞれにテーマを設定し、学年やグループ

等においてそれぞれに研修を進めていった。 

また、各学部の相互理解と小・中・高での一貫性のある支援をめざして、学部をこえた

縦割りのテーマ別研修グループを作り、実践の紹介や意見交換をすることにした。  

さらに、教職員の専門性の向上を図るため、柳井地域特別支援教育センターの業務とも

連携しながら、研修主題を念頭に置いた講演会・研修会を数回開催した。 

 

２ 全体研修の実態 

(1) 講演会の開催 

ア 地域公開講座 

柳井地域のセンター校として地域からのニーズに応えることや、様々な障害への

理解を深めること等をめざして開催した。近隣の教育や福祉に携わる関係諸機関に

案内し、本校および地域から多くの参加者があった。 

(ｱ) ８月 ７日（水）   「発達障害児・者への支援について」  

講師  山口大学教育学部 須藤邦彦先生 

(ｲ）８月２６日（月）  「聴覚障害児の理解と支援」      

講師 山口南総合支援学校 古岡文子教諭 

   イ 校内講演会 

(ｱ) １１月２０日（水)  人権教育研修 

「３つのキセキ～高次脳機能障がい者の現状とその取り組みについて～」 

講師 ＮＰＯ法人キセキ代表 徳本武司 様 

(2) その他の研修 

ア 研修講座 

(ｱ)  ４月２５日（木）「肢体不自由教育について」  講師 高等部 中元哲範教諭 

(ｲ)  ７月２２日（月）「発達障害について」    講師 中学部 山本珠美教諭 

(ｳ)  ７月２３日（火）「本校生徒の進路について」 講師 高等部 藤井靖太教諭 
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(ｴ)  ７月３１日（水）「国際理解教育について」  講師 高等部 西岡範朗教諭 

(ｵ)  ８月 ５日（月）「自閉症について」     講師 小学部 飯田泰弘教諭 

(ｶ)  ８月２１日（水）「自立活動の実践例」 

講師 防府総合支援学校 鬼武明子教諭 

(ｷ)  ８月２７日（火）「マルチメディアの活用」  

             講師 高等部 西岡範朗教諭・廣實与志雄教諭 

  イ グループ別研修 

    各学部相互の情報交換や交流をめざして、以下のテーマに分かれて計３回実施した。 

  【テーマ】教材作り、家庭科、図工・美術、保健体育、作業学習・キャリア教育、  

自立活動、自閉症・アスペルガー症候群、発達検査、ＩＣＴの活用、進路 

ウ 実技研修 

(ｱ)   ７月１７日（水）防犯研修（安全課）         講師 柳井警察署員 

(ｲ)  ７月２６日（金）救急法講習（保健体育課） 講師 光地区消防組合消防本部 

  エ 授業公開 

７月１日(月)～５日(金)までの１週間を設定し、柳井地域の関係諸機関に案内した。

５名の参加があった。校内に関しては、１年間を通じて授業参観の機会をもった。 

オ 外部人材を活用した研修 

    山口県発達障害者支援センター主任相談員の岡村隆弘先生による、自閉症児童生

徒の事例相談やケース検討会等を２回実施した。言語聴覚士の古谷充先生による、

言葉の発達についての事例相談も１回行った。 

カ 学校学園連絡会 

城南学園生の在籍は２名であるが、放課後や長期休業中の日中一時支援、ショー

トステイ等、城南学園を利用する本校児童生徒は多い。地域支援センターたんぽぽ

と連携して二者懇談を６回行った。延べ３８件の懇談を実施し、児童生徒について

の情報交換をして共通理解を図った。 

 

３ 部別研修の取り組み 

(1)  テーマ 

ア 小学部 「教育課程の見直しについて」 

イ 中学部 「生徒一人ひとりが生き生きと輝く自立活動の実践」 

ウ 高等部 「キャリア教育の視点を踏まえた支援のあり方と 

各教科、領域における授業改善」 

エ 寄宿舎 「舎生の自立と社会参加をめざし、寄宿舎でできる生活支援を探る」 

(2)  部別研修の内容 

ア 学部研修テーマに関する研修 

イ 児童生徒のケース研修 

ウ 外部人材を活用した児童生徒への具体的支援に関する研修 

エ グループ別研修（授業分析・教育課程編成等について等）  

オ 次年度の教育課程編成に関する研修 
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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 
山口県立徳山総合支援学校 

 

１ 研修テーマについて 

今年度の研修テーマを定めるにあたって、全校の教員を対象にアンケートを行った。
その結果をもとに、各学部でどのように研修を進めたいかを話し合い、以下の共通項が
あがった。 

  ・クラスや担当する児童生徒の実態に即した研修を行いたい。 
・学部間の一貫性という観点から、先を見据えた指導について考える必要がある。 
・現在の学習内容・指導内容の整理及び再確認の必要がある。 

  これらのニーズから今年度の研修テーマを『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』と定め、各学部で実践を通して研修を深めて
いくこととした。  

 
２ 各学部の研修の進め方について 

(1)小学部 
はじめに低学年・高学年それぞれの年齢期に大事にしたいことを学部内で共通理

解した。その結果を踏まえて、低学年は『自分の思いとその表出』について、高学
年は『集団の中での自己肯定感～将来を見据えて』についての実践研修を行った。 
また、中学部の主事に中学部の教育課程や教育方針について、市教委の指導主事

に就学指導の実際について講義を受ける機会を設けた。 
 

(2)中学部 

学部内を国数グループ、作業学習グループ、自閉症グループの３グループに分け、

それぞれで実践につながる研修を行った。作業学習グループでは高等部の授業見学

を通して情報収集を行う機会を設けた。 

 
(3)高等部 

今年度、新学習指導要領が全面実施となった。それに伴い、教務部と連携して『卒
後を見据えた新学習指導要領に基づく指導内容について』をテーマに研修に取組ん
だ。具体的には、現在行っている指導項目や指導内容について、新学習指導要領と
キャリア教育年間指導計画とに照らし合わせながら、学部内における指導の継続性
を図ることを踏まえて再整理を行った。また、やまぐち総合教育支援センターの先
生を講師として招聘し、専門的な見地からのアドバイスをいただいた。 

 

３ 各学部の研修の成果と今後の課題 

(1)小学部 
今年度、低学年グループは『自分の思いをもつこと』『思いを適切に伝えること』、

高学年グループは『人とのかかわりの中で自己肯定感を高めていくこと』に焦点を
あてた実践を通して研修を重ねてきた。そこから児童の変貌だけをとらえるのでは
なく、そこにいたるまでの内外面の変容に目を向けることの大切さを学部として再
認識することができた。 

    私たちは、児童一人ひとりが、自分の思いをもち、主体的に行動し、それぞれの
ライフステージで形成される多様な集団の中で、自分らしさを発揮できることを願
っている。それが人生を幸せに歩む礎になると考えており、その礎をより確かなも
のにするための支援をすることが我々教員の使命である。 

そしてこの思いを小学部のみにとどめるのではなく、同じ場所で生活している他
学部とも共有することが、学校としての一貫性の向上につながっていくと考える。
今年度、新たな試みとして中学部の主事を講師に中学部の教育課程や教育方針につ
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いてお話を伺う機会を設けたが、すぐ近くにいるはずなのに、知らないことがたく
さんあることに気付かされた。今後、もっと児童・生徒のことや学部の思いについ
て日ごろから話し合えるような雰囲気づくりにつとめていきたい。そして、学部内
あるいは学部をこえたつながりを意識し、実践できる教員集団でありたいと願う。 

 

(2)中学部 

国数グループでは、日頃の授業実践が生徒に適切であるかなどを生徒の発達段階
を考えながら協議を行った。他の人がどんな授業をやっているのか知る機会が少な
いので授業実践を聞くことは大変有意義であった。また、教材を紹介するだけでな
く、教材の共有も行われたことも成果であった。来年度の教科担任に引き継ぐため
に、今年度授業で使った教材などの情報を有効に引き継ぐことが今後の課題である。 

 作業学習グループでは、生徒一人ひとりが作業工程に関わり、協力して一つのも
のを作り上げることはできないかと考え『協同で作業することによって、達成感を
味わうとともに人の役に立つ経験をする』という仮説をたて研修を行った。協同で
作業を進めるという新しい試みにより、グループの生徒全員が作業工程に関わり、
作り上げる実感をもたせることができた。またさまざまな作業工程を設定すること
により、発達課題や適性に応じた内容を担当することができ、さらに違う工程を経
験してみたいという意欲がわき、積極的に作業を行う場面も見られた。自分が間違
えたり、失敗したりして遅れると人に迷惑がかかることも理解できるようになり、
まわりを意識して作業できるようにもなってきている。作業内容によっては他の作
業グループと連携して行う方法も考えられたので、作業学習の年間計画を立てるに
あたって、協同作業の位置づけをどうするかが今後の課題である。 

 自閉症グループは、生徒２名の事例を継続検討することにより、一見奇異と思わ
れる行為や行動に隠された内面や要求を探り、仮説を立てて実践を問い直す研修を
行った。記録をもとに仮説を立て実践を問い直していくなかで、問題行動を起こさ
せていた要因の多くは大人の関わり方にあったということに気づくことができた。
また、日常生活の中での認識の深まりが安心感（参観日や受診の際等の強いパニッ
クからの変容・脱却）をもたらし、それに比例して問題行動が一気に消え、さらに
自分の欲求を我慢して折り合えるようになった。記録に残し、それを教員間で考察
する中で、生徒理解のヒントが見つかり、仮説を立てやすくなり、より良い支援と
して本人に還元できた。 

 
(3)高等部 

    教科ごとにおける協議・検討では、高等部３年間を通した学習内容を再確認する
ことにより、もう少し内容の充実を図った方が良いのではないかと思われる点を教
科内で確認でき、早速実践に結び付けることができた。国語・数学においては、別
に時間を設け、生徒の実態把握表の作成を行った。 

    教科・領域を合わせた指導における協議では、生活単元グループによる指導内容
の検討を行った。特に１年生においては生徒の実態把握がまだ十分でない４月に作
成した年間指導計画であったので、実践を通して見えてきた生徒の実態と指導内容
の修正の必要性について再確認し、３学期の指導計画を立て直すことが出来た。ま
た、卒業後を踏まえて今どういう力をつけなくてはならないのか、そのために必要
な手立ては何か、といったこと等をグループ内でしっかりと共有でき、大変有意義
であった。 

    今後も、キャリア教育年間指導計画に基づいて、新学習指導要領と照らし合わせ
ながら、必要ならば年間指導計画の見直しをしていきたい。 
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平成２５年度支部活動報告 

                        山口県立周南総合支援学校支部  

１ 研修テーマ 

      

          

 

２ 研修の目的 

  障害のある児童生徒が、基本的な学力を身に付け、コミュニケーション能力を

最大限に伸ばし、主体的な社会参加を実現するため、ＩＣＴ機器を活用した実践

研究を行う。 

３ 研修方法 

  児童・生徒のニーズに応じたＩＣＴ機器の効果的な活用について、研修会およ

び実践研究を行い、それらを事例報告集にまとめ、全体報告会で報告することで、

研究成果を全校で共有する。なお、ipad を活用した実践研究（以下 ipad 研究と

いう）グループは県指定の研究を兼ねる。したがって、ipad 研究グループは、実

践研究対象児童生徒（学級）を、各学部２名（２事例）以上、全学部をとおして

教育課程別（単一、知的代替、自立活動主：訪問を含む）が２名（１事例）以上

ずつになるように選定して、研究を実施する。また、ipad 研究グループには、情

報部および研修部が入って、研究をサポートする。 

（１）全体研修会について  

① 特別支援教育におけるＩＣＴ活用（講義）（５月）  

② ipad の基本的な操作方法および校内運用規定について（５月）  

③ 特別支援教育で活用できるアプリの紹介（６月） 

④ 情報モラルについて（６月）  

  ⑤ 外部講師による先行事例等の紹介（８月）  

  ⑥ ipad の効果的な活用についての実践研究：中間報告（１１月）  

  ⑦ 全体報告会（３月）     

（２）実践研究について（上記以外の校内研修日：6 月２８日開始、計８回）  

校内のニーズを調査して各自がＩＣＴ機器を選定し、グループで実践研究を行う。 

①ipad 研究グループ（県の指定研究を兼ねる）②スイッチ教材グループ  

③デジカメグループ④ビデオグループ⑤パソコングループ  

４ 研修計画 

月 日（曜） 研修内容等 対象 

４ 

２６（金） ＜研修職員会議＞ 

・総合支援学校ＩＣＴ活用教育推進事業復伝 

・校内研修計画案の検討・決定 

全員 

５ 

２０（月） ＜研修会＞ 

①ＩＣＴ活用上の配慮や工夫、指導事例② ipad の基本

的な操作方法および校内運用規定について 

全員 

テーマ「主体的に取り組む児童生徒の育成をめざして」  

～ＩＣＴ機器の効果的な活用について～  
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５ 研修の経過と成果 

 本年度は山口県の研究指定（１年間）を受けたこともあり、肢体不自由のある児童

生徒のタブレット端末（本校では ipad）の活用についての研究を中心に進めてきた。

これまでは ipad を所有している一部の教員が授業で活用する程度で、多くの教員がタ

ブレット端末に触った経験もなく、アプリについての情報もほとんど有していない状

況であった。しかし、ICT 委員会や情報部を中心に企画した研修会を通じて、タブレ

ット端末についての理解が深まり、２学期からはいろいろな教科・領域の授業でアプ

リを積極的に活用する全校的な動きが見られた。実際にタブレット端末を使用する中

での問題点について相談し合ったり、有効なアプリについての情報交換を行ったりす

るなど、実践研修を通じて学部を超えて教員間での交流も深まってきた。外部に対し

ても、研修会や授業公開を通じて、本校の取組を紹介することができた。タブレット

端末以外の研修グループにおいても、ICT 教材やスイッチ教材を作成したり、日々の

指導事例を紹介し合ったりしながら研修を深めることができた。本年度の成果を次年

度に生かし一人ひとりのニーズに応じた ICT の活用について研修を深めていきたい。 

月 日（曜） 研修内容等 対象 

６ 

７（金） ＜研修会＞ ・特別支援教育で活用できるアプリの紹介 全員 

２４（月） ＜研修会＞ ・情報モラルについて 全員 

２８（金） ＜実践研究①＞・研究計画作成 グループ別 

７ 

５（金） ＜実践研究②＞・事例検討 グループ別 

９（火） ＜授業公開＞・自作教材、ＩＣＴ機器を活用した授業 全員・外部 

３０（火） ＜ＩＣＴ機器利用の相談会＞ 

 ※必要に応じて外部専門家招致 

希望者・グ

ループ 

３１（水） ＜ＩＣＴ機器利用の相談会＞ 

※必要に応じて外部専門家招致 

希望者・グ

ループ 

８ 

１（木） ＜ＩＣＴ機器利用の相談会＞ 

 ※必要に応じて外部専門家招致 

希望者・グ

ループ 

２２（金） ＜研修会＞ 先行事例の紹介 外部講師 全員・外部 

２０（水） ＜実践研究③＞ 事例検討 グループ別 

９ １３（金） ＜実践研究④＞ 事例検討 グループ別 

10 

７（月） ＜授業公開＞・自作教材、ＩＣＴ機器を活用した授業 全員・外部 

＜実践研究⑤＞  事例検討 

＜ipad 研究グループの事例検討会＞（外部専門家招致） 

グループ別 

外部 

11 １８（月） ＜研修会＞（１０月 7 日）の概要の報告 全員 

12 ９（月） ＜実践研究⑥＞ 事例検討・記録の集約、評価 グループ別 

１ ２４（金） ＜実践研究⑦＞ 集録の作成、県の最終報告書の作成  グループ別 

２ ２１（金） ＜実践研究⑧＞ 集録の作成 グループ別 

３ ２７（木） ＜校内研修報告会＞ 校内研修の報告 全員 
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児童生徒が主体的に

取り組む授業づくり 
                                             

山口県立防府総合支援学校 

 

 

１ テーマ設定の理由 

本校の学校教育目標にある「社会の中で豊かにくらす力を育てます」をさらに具現

化するために、「児童生徒が主体的に取り組む授業づくり」を２年間の研修テーマに

することとした。主体的に取り組む児童生徒を育てるためには、私たち教員が、児童

生徒一人ひとりをしっかり見つめ、思いをしっかり受け止めることが大切である。１

年次である今年度は、児童生徒が主体的に取り組む姿をどの様にとらえるか、主体的

に取り組む児童生徒の具体像を考えることを通して、児童生徒が喜びや達成感を感じ

る授業づくりを考えていきたい。 

 

２ 研修期間 

平成２５年度から２６年度までの２年間。  

 

３ 研修方法 

学部ごとにグループ（生活、学習、教科別など）を編成し、それぞれの課題を決

める。授業実践を通して研修を深める。（Ｐ→Ｄ→Ｃ→Ａに基づいて） 

校内研修日ごとにグループ内で研修の進み具合について自己評価を行う。 

 

４ 研修の進め方 

１学期・・・実態把握  ２学期・・・実践研究  ３学期・・・まとめ 

 

５ 研修のまとめ 

１月に全グループによる研究報告会を行い、研修成果を共有する。 

 

６ 研修の歩み（他の分掌や委員会主催のものも含む）  

月 研  修  名 対 象 

者 

実 施 

日 

担当（主催） 

４ 新着任者研修（特別支援教育概論、校務処理全般、保

健・衛生、安全な身体・心理介助について、医療的

ケア、寄宿舎） 

新着任者 ４／３ 研修部 

新着任者研修（教育課程、情報教育、情報セキュリ 

 ティ、視聴覚機器） 

新着任者 ４／４ 研修部 

校内研修 （全体会） 全教職員 ４／１９ 研修部 

５ 新着任者研修 （温水活動） 新着任者 ５／８ 自活支援課 
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 校内研修 （グループ研修） 全教職員 ５／１７ 研修部 

 ６ 校内研修 （グループ研修） 全教職員 ６／１８ 研修部 

 ７ 校内研修 （グループ研修） 

 

全教職員 

 

７／１７ 

 

研修部 

新着任者研修（総合支援学校としての役割、教育相談、

進路指導） 

新着任者 ７／２４ 研修部 

校内研修会  

「発達障害児の理解と２次的不適応の防止」 

         山口大学講師：須藤邦彦先生 

全教職員 

外部参加

者 

７／２５ 研修部 

 ８ 校内研修会 

「思春期における障害のある子どもたちの心理

特性」 山口大学臨床心理士：橋本亜希子先生 

全教職員 

外部参加

者 

８／２１ コーディネ

ーター部 

校内研修会 

「就労・生活支援を通して学校教育に求めるもの」 

  クローバーセンター相談支援専門員：西村直子氏

  

全教職員 

外部参加

者 

８／２９ 研修部 

ワークショップ（教材・教具や授業内容、支援

方法に関すること）  

  「手話基礎講座」「コーディネーション運動」

「簡単クッキング」「デコパージュ」「重度の

子どもの教材教具」「一字大書」「新聞エコバ

ッグ作り」「薬物乱用防止教育研修会」「普通

救命講習会」「楽しいもの作り」  

 

希望者 夏季休業

中 

研修部 

学習会(３回) 

「自閉症に人が見ている世界」等のDVD視聴 

希望者 夏季休業

中 

研修部 

 

 ９ 校内研修 （グループ研修） 全教職員 ９／１８ 研修部 

１０ 校内研修 （グループ研修） 全教職員 10／１５ 研修部 

１１ 

 

校内研修 （グループ研修） 全教職員 11／１８ 研修部 

人権教育研修会 全教職員 11／３０ 教務課 

 １ 校内研修  （全体会） 全教職員 １／２２ 研修部 

 

７ まとめ 

本年度は「児童生徒が主体的に取り組む授業づくり」を中心テーマとして、各グル

ープで公開授業を通して研修を深めたり、成果を共有したりすることができた。  

また、教職員が自主的に取り組める企画や教職員の希望に応えるような研修機会の

提供に努め、本校における教職員一人ひとりの専門性の更なる向上に寄与できたと考

える。特に、夏季休業中に実施したワークショップは３年目となり、参加者のアンケ

ートの結果からも充実した内容を提供できたようだ。 

本年度の取り組みを今後も継続して、専門性を更に高める研修を目指したい。 
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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 
～ 自立活動の指導に焦点をあてた授業づくり(２年次) ～ 

 

山口県立山口総合支援学校支部 

 

 

１ 研究テーマについて 

（１） 昨年度の校内研究の成果 

様々な研修会を開催したり、対象児童生徒の教育活動全般における「自立活動の個

別の指導計画」を共通の様式で新たに作成したりしたことで、児童生徒一人ひとりの

「自立活動の指導」の理解を深めることができた。 

また、ケース検討会を行ったことで、教師間で話し合いが活発に行われ、児童生徒

のより細かな実態把握ができ、目標や指導内容、支援の手立て等を改めて整理するこ

とができた。教師間での話し合いの機会を多く設定できたことは、実際の授業や生活

の中での効果的なチームティーチングの実施につながった。 

さらに、「自立活動」に焦点をあてた授業実践を行ったことですべての教師が教材

研究や計画的な研修に取り組み、その専門性の向上を図ることができた。 

（２） 本年度の研究テーマについて 

全児童生徒の「自立活動の個別の指導計画」を共通様式で作成することとした。ま

た、昨年度の研究においてその有効性が実証された「ケース検討会」を引き続き行う

とともに、本校の学校教育目標との関連も踏まえ、昨年度と同様の研究テーマを掲げ、

「児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援の在り方～自立活動の指導に焦

点をあてた授業づくり（２年次）～」とした。さらに、教師一人ひとりの「自立活動

の指導」の理解を一層深め、授業実践による専門性の向上に努めることとした。 

 

２ 研究活動の概要  

（１）「職員研修会」…今年度の研究方針等について、全教員で検討し共通理解 

（２）「自立活動の個別の指導計画の作成」…教育活動全体で取り組む自立活動の指導に

ついて計画を作成 

（３）「ケース検討会」(２回)…自立活動の個別の指導計画を持ち寄り検討 

（４）「指導案作成」…自立活動の個別の指導計画を反映させた指導案を作成 

（５）「指導案検討会」(１回)…作成した指導案について検討 

（６）「研究授業実施」…各授業において適切な時期に実施 ビデオ撮影 

（７）「授業検討会」(２回)…ビデオ映像を見て、授業について検討 

（８）「ケース紹介」(２回)…各学部から４事例(計１２事例)を紹介 

見たい事例を教員個人の判断で自由に選択 

（９）「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 

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

（11）「実践事例集の作成」…作成した指導案及び授業検討会記録を１冊のファイルに綴

じて保管 
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３ 研修活動の概要 

（１）講演会 

   ア  ７月 『発達障害の理解～当事者・家族・支援者の思い～』  

【講師】夢家工房代表 井上 智 先生 ・ 井上 賞子 先生 

   イ  ８月 『コミュニケーションについて～VOCA の効果的な活用～』 

【講師】パシフィック・サプライ（株） 川端 倫也 先生 他 

   ウ  ８月 『特別支援教育を必要とする児童生徒の適切な理解』 

【講師】川崎医療福祉大学 重松 孝治 先生 

   エ  ２月 『特別支援学校でのＩＣＴ活用について』 

【講師】東京大学先端科学技術センター 中邑 賢龍 先生 

本校教職員はもとより、県内特別支援学校や山口市内及び近隣の小中学校や幼稚園、

保育園等にも案内し、外部から多数の参加者を得て講演会を実施することができた。 

（２）校内研修会 

    ア 『児童生徒の健康面・本校の給食』 

【講師】本校養護教諭、栄養士 

   イ 『本校の学校安全と危機管理』       

【講師】本校保健安全部長、生徒指導部長 

 ウ 『教育課程と個別の指導計画』 

【講師】本校教務部長、各学部教務主任 

エ 『地域支援室としての本校の役割・本校の進路指導』 

【講師】本校教育相談部、進路指導部長 

   オ 『発達検査の実際 ～「ビネーⅤ」の実技演習～』 

      【講師】 ふれあい教育センター指導主事 辻慶一郎 先生・中杉久美子 先生 

   その他、情報機器研修会、水治訓練研修会、医療的ケア実技研修会等、研修部以外の

主催で、多数校内研修会を実施した。 

 

４ まとめと今後の課題   

 今年度の研究の成果として、以下の４点を挙げることができた。１つ目は『全員作成』。

全児童生徒の「自立活動の個別の指導計画」を共通の様式で作成することができた。２つ目

は『共通理解』。ケース検討会による児童生徒の実態把握及び指導方針等の明確化を図るこ

とがきできた。３つ目は『授業改善』。指導案作成、指導案検討会、授業後の検討会で明日

につながる授業実践ができた。４つ目は『わくわく』。「新しい取り組みのケース紹介にわ

くわくした」というアンケートが多数見られた。この中で、他学部の児童生徒や授業の理解

ができた。「日頃見られない他学級・他学部の授業の様子がわかった」、「支援のヒントや

手がかりが得られた」等の意見が聞かれ、有効な会であったととらえている。 

 今年度の研究を通して、研究グループでの「ケース検討会」等の活動は充実したが、学部

内の他の研究グループの児童生徒の様子や授業についての理解を深めるまでには至らず、授

業実践の成果や課題を“学部内で共有”する工夫が必要である。また、「ケース紹介」のア

ンケートに、「時間が短く、発表だけで終わってしまった」、「授業の内容を深めて話し合

う時間があればもっとよかった」等の意見もあり、ケース紹介を通してのさらなる学部間の

連携強化の必要性を感じている。 

 今後も教職員のニーズに合った有意義な研修機会が提供できるよう努めていきたい。 
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もてる力と自分らしさを発揮し、 

生き生きと活動できる学習の展開 

～一人ひとりの教育的ニーズに応える取組～ 

 

山口県立下関総合支援学校支部 

 

    

１ 研究主題について 

本校の教育目標は「一人ひとりが、もてる力と自分らしさを発揮し、生き生きと活動で

きる子どもを育てる」である。これを研究の柱と考え、２０年度より研究主題を「もてる

力と自分らしさを発揮し、生き生きと活動できる学習の展開」と設定した。主題の実現の

ためには、児童生徒の実態や多様な教育的ニーズに応じた学習の展開を図らなくてはなら

ない。そのような考え方から、副主題を「一人ひとりの教育的ニーズに応える取組」とし

た。 

２ 研究の経緯と本年度の研究について 

（１）研究の経緯 

２１年度から各学部に基盤をおき、直接児童生徒の指導に生かせる実践研究に取り組み、

身近で喫緊の課題の解決を図りながら、めざす児童生徒像の育成に努めてきた。 

こうした研究を経て、授業作りにかかわる学習環境・教材教具、児童生徒の実態に応じた

支援の在り方、卒業後を見据えた進路指導などの実践を蓄積することができた。また、児童

生徒の実態に応じて外部専門家から直接指導助言・示唆を得、授業改善に努めた。そして、

報告会や「研究集録（研究のまとめ）」をとおして研究成果を教職員間で共有することがで

き、その成果は日々の授業実践に生かされている。 

（２）本年度の研究 

本校は、原則５障害（知的・視覚・聴覚・肢体不自由・病弱）のある児童生徒を受け入れ

る『総合支援学校』へと変わり６年目を迎える。多様な教育的ニーズのある児童生徒が入学

しており、在籍者数も年々増加している。地域の特別支援教育のセンターとしての機能の充

実も求められている。また、新学習指導要領が告示され、小学部は２３年度から、中学部は

２４年度から全面実施、高等部は２５年度から実施が始まり、新学習指導要領に対応した教

育内容の更なる充実が求められるところである。 

以上のことから、教職員の専門性の向上と実践的指導力（授業力）の向上、特別支援教育

における個々の教職員の専門性のみならず学校組織としての専門性の向上をめざすことが今

まで以上に重要であると考える。 

本年度の研究は、これまでの取組を基として、本校のめざす児童生徒像である「心身の健

康と体力の保持増進を図り、日常生活に必要な生活習慣を身につけると共に、卒業後の自立

と社会参加をめざす子どもの育成」のための実践研究を継続する。 

ただ、専門性の向上は、私たち一人ひとりの意欲なくしては成し得ない。個々の教職員が

取り組みたいと考える研究課題別の小グループを編成する。 

また、これまで同様報告会や「研究集録（研究のまとめ）」をとおしてそれぞれの研修成

果を学校全体で共有したい。これに加え、各グループ研究の成果を学部や学校全体で活用で

きるよう、また、地域の特別支援教育のセンターとして本校の研究の成果を他校に還元でき
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るよう研究をすすめたい。 

３ 研究課題と内容 

（１）教職員個々の研究課題を調査する。 

 

（２）学部ごとに、研究課題別の小グループを編成し、研修を行う。 

 

 （３）授業をとおして研究を行う。 

    ア 学習指導に関わるもの   

・ 教材開発          ・ コミュニケーション指導  

・ 授業研究          ・ ＩＣＴの活用 

イ 障害種別に関わるもの   

・ 自閉症児の指導について    ・ 肢体不自由児の指導について 

・ 聴覚障害について 

 ウ その他 

      ・ 検査の活用         ・ 関係機関の利用 

      ・ 進路支援（キャリア教育）  ・ 産業科の指導について     

４ 研究の進め方 

 （１） 学部ごと、研修部員を推進係として研究を行う。 

   ① 学部の中で小グループごとに代表（係）を決め、研究に取り組む。 

   ② 学部会等で研究の連絡、調整、報告を行う。 

（２） 月 1回の研修職員会や研修日にグループ研修を行う。 

  ① 小グループごとに年間計画を立て、研究を行う。  

  ② 研修日以外にも必要に応じて、小グループでの研修を実施する。 

（３） 各グループの研究の報告   

  ① 随時必要に応じて、経過報告を行う。   

  ② 教職員のそれぞれの研究についての共通理解を図る。 

    ③ 中間報告会（１０／１６） 研究報告会（３／１９）を行う。 

５ 研究のまとめ 

  今年度も学部別にグループを編成して研修を行った。これまでの取組を基として、本校の

めざす児童生徒像である「心身の健康と体力の保持増進を図り、日常生活に必要な生活習慣

を身につけると共に、卒業後の自立と社会参加をめざす子どもの育成」のための実践研究に

自主的・意欲的な取組が各グループの実践のまとめから読み取れた。 

学部内でグループを構成しているため、実践の様子を間近に見ることができ、児童生徒の

実態をある程度理解している者同士が議論し合う場となった。授業で実践したことを互いに

報告し合うことで自身の授業を振り返り、改めていくよい契機になった。研修をすすめる中

で互いの意識を高めあったり多様な経験を共有したりするよい機会となった。 

開発した教材は、情報教育部の協力を得、サーバー上におき、全職員が共通に参考にする

ことができた。 

  また、外部専門家を招いて行った研修においては、実際の指導の様子や研修内容に対して

直接指導助言を受けることができた。専門的な見地からの示唆を得たことで授業改善につな

がる貴重な機会となった。 
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「児童生徒の社会参加に向けた系統的な指導を行うための教育課程」 
～キャリア教育の視点から～ 

 

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の理由 

本校では、これまで、障害種や程度の多様化・重度化への対応を進めるため、病弱教

育を中心に児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じて適切な指導と必要な支援を行う

特別支援教育について研究を進めてきた。また、各グループに分かれて実践研究に取り

組む研修職員会と、教職員のニーズに応じた研修提供の場である校内研修会という２種

類の研修会の機会を設定し、本校に在籍する児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じ

た適切な指導と多様な支援の充実・強化ができるよう、教職員の専門性や指導力の向上

を図るための実践的・継続的な研修を重ね、一定の成果を得てきた。 

そうした研修を進める一方で昨年度からは、新しく研究プロジェクトを立ち上げ、学

部の壁を取り、小学部入学から高等部卒業までの１２年間をそれぞれの学部の立場から

キャリア教育という視点で見つめる研修に取り組んでいる。このプロジェクトは、それ

ぞれ「コース検討プロジェクト」「教育課程検討プロジェクト」「実態把握プロジェクト」

「指導内容・指導方法検討プロジェクト」の４つのチームに分かれ、児童生徒の社会参

加に向けた教育について研究を推進するものである。 

教育課程については、これまでも新学習指導要領を踏まえた編成が小学部から段階的

に進められているが、児童生徒の多様化する障害種等の状態や知的障害の程度に応じた

きめ細やかな対応、それに応じた教科等の時間数における柔軟な対応など、さまざまな

面から一層の工夫や配慮が必要となってきている。そうした状況を的確に捉えるととも

に、学校全体がコースや教育課程の段階から考え、児童生徒の立場から教育を構築して

いく必要性が求められている。また、実際問題としては、日々の授業を展開する際に授

業担当者が変わっても一貫した指導が行われるよう計画・実践していく体制が必要であ

る。 

キャリア教育については、「夢や目標をもち、一人の社会人として自立できるよう、

自分にふさわしい生き方を実現しようとする意欲や態度、能力の育成（山口県：夢の実

現チャレンジプランより）」が問われているが、こうしたキャリア教育についても全教

職員が共通理解し、それぞれの学部・学年において、今、ここで、身につけさせたい事

柄について系統的に指導していくことが大切である。 

 

２ 研修方法 

   研究プロジェクトにおいては、３年計画の２年目として、昨年度の研修成果をもとに  

実践的に取り組む。 

(1) 全教職員が共通理解を図りながら研修を進め、３月に研修成果の報告会を開催する。 

(2) 研修の主な取組みは、プロジェクトチームで行う。 

・ 授業実践を通して研修課題の追究を行い、指導力の向上に努める。 

(3) 校内研修会では、事例を通して様々な障害についての理解を深める。 

・ 児童生徒の実態を正しく理解するとともに、様々な障害への指導・支援につい  

ての専門性を高めるため、必要に応じて専門家をスーパーバイザーとして招聘する。 

(4) 個人研修を公開する機会を設け、お互いの財産として共有できるようにする。 

(5) 研修部は、研究プロジェクト、校内研修会の企画調整を行う。 
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３ プロジェクトチームの研修内容および研修方針 

(1) コース検討プロジェクト 

先行実践をしている学校の研究資料を参考にして、本校における一人ひとりの児童

生徒のニーズに応じたコースの種類や内容を考案し、そのコースにおいてデュアルシ

ステム（企業と学校が共に課題を共有し人材を育てていくシステム)の考え方で計画 

・推進するなど、本校の児童生徒に応じたコースについて研究する。 

・ 他のプロジェクトグループとの連携及び研究グループの再編を提案 

・ 各コース別、各学部別の教育目標の検討 

・ 現行制度とコース制導入における比較評価 

(2) 教育課程検討プロジェクト 

多様化する障害種等の状態に応じて対応できるよう、児童生徒のニーズに応じた適

切な教育や必要な支援を充実する教育課程について考える。本校では、現在Ⅱ型の児

童生徒が増える傾向にあり、現在の教育課程だけでは対応が難しい側面をもっている。

そのような現状を踏まえ個に応じた教育課程について研究する。 

・ 小・中・高一貫した教育課程編成についての共通の研究課題にもとづく研修 

(3) 実態把握プロジェクト 

チェックリストや実態把握表など、児童生徒の実態を客観的に把握するための資料

等、多様化する障害種に応じた対応ができるよう、実態把握の方法について研究する。 

・ ピックアップした検査法やチェックリストの実践と活用  

   ・ ①実施時期（いつ実施するのがいいのか）、②実施方法（どのような形で実施す

るか）③結果の活用（身につけさせたい課題の検討）、④結果を踏まえた支援・

指導計画（課題解決のための支援の手立ての検討）、⑤支援・指導の評価と新た

な課題の設定、等について具体化した内容を考える。 

(4) 指導内容・指導方法検討プロジェクト 

学習内容表や教材教具の開発・作成などが考えられる。多様化する障害種に応じた

対応ができるような指導内容・指導方法を検討する。 

・ 本校にある教材教具を有効活用する中で、新たなものの開発や工夫等を実践を

通してまとめていきたい。 

・ まとめのための実践事例が全教員の協力のもと行えることを望むところである。

その上で、指導内容や指導方法についても検討できるように研究を進めていける

ようにしたいと考える。 

 

４ その他の研修 

・ 新着任者研修会 

  ・ ＩＣＴ研修会 

  ・ 研修出張復伝   

 

５ まとめ 

卒業後のより良い進路選択を見据えて、学校生活の中でそれぞれの学部で発達段階に

応じて身に付けておくべきものをどのように考察して系統的に指導していくか、全教職

員が共通理解のもと実施していけるようにグループ別に研修を進めてきた。本年度は、

３年計画の２年目で、基礎的な研究から実用的な内容に研修を深め、少しずつ目に見え

て形になるものができてきた。本年度の研修の目的は、達成することができたと思う。 

来年度は、まとめの年になるので、今後も研修主題が達成できるよう自立や社会参加 

に向けた指導・支援の方法についてさらに研修を進めていきたい。 
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児童生徒一人ひとりの実態に応じた指導・支援のあり方  

～学習内容表の作成を中心に～ 

                           山口県立萩総合支援学校支部 

１ はじめに 

  「障害者基本計画」には、「障害のある子どもやそれを支える保護者に対する乳幼児

期から学校卒業後まで一貫した効果的な相談支援体制の構築を図る。」と明示されてい

る。つまり、学校においては、児童生徒一人ひとりの卒業後の自立や社会参加に向け一

貫した教育活動が展開できるような体制整備が求められている。本校においては、各学

部とも個別の教育支援計画をもとに、保護者の意見を取り入れた個別の指導計画を立て、

個々に応じた指導や支援を実践してきたが、学部によって類型の数が異なり、系統性が

見えにくいものであった。そこで、「障害者基本計画」の趣旨にのっとり、一貫した教

育課程の構築をめざし、平成 24 年度より研究主題のサブテーマとして「学習内容表の

作成を中心に」を掲げた。また、教科・領域部会を立ち上げて、発達を基本に据えた小、

中、高連続した教育課程について、学習内容表の作成を中心に研究に取り組んできた。 

 

２ 研修・活動の歩み 

（１） グループ研究（教科・領域部会）                     

 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、本校の伝統的な研究システムである。このシステム

は、長年継承されてきたものであり、学部を超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。本年度は昨年度に教科・領域部会で

作成した学習内容表について、その妥当性を検証するための研究授業を中心に行っ

た。 

     【教科】国語 算数・数学 理科 音楽 美術・図画工作  

         体育・保健体育 家庭・職業家庭 英語  

     【領域】自立活動 総合的な学習の時間  

     【合わせた指導】日常生活の指導 生活単元学習 遊びの指導・作業学習 

（２） 小冊子「こどもを語ろう」                        

 本校では学部を超えた全校体制で臨む行事が多い上、日常生活においても教職員

が他学部の児童生徒とかかわりをもつ機会が多くある。そこで、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「こどもを語ろう」を本年度も作成した。担当の児童生徒だけに

目を向けるのではなく、全教職員で全ての児童生徒の支援にあたるねらいもある。

また、さまざまな障害の特性について知り、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、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、本年度は１０講座を５回に分けて実施した。 
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   ①総合支援学校（特別支援教育）について（教頭） 

   ②電子文書システム、内線電話、非常通報、施錠（事務室） 

   ③校内コンピュータ、電子県庁へのアクセス、情報モラル（情報教育・事務）  

   ④教育課程、個別の指導計画・教育支援計画、個人ファイル（教務課）  

   ⑤研修課業務、研究集録『はぎの実践』（研修課） 

   ⑥校内支援体制・教育相談、特別教育支援センター業務（支援課）  

   ⑦児童生徒理解の基本方針、生徒指導課業務（生徒指導課）  

   ⑧校内における薬の管理、投薬・服用の取扱（保健室）  

   ⑨萩養体操実技研修（保健体育課） 

   ⑩本校の進路指導の概要と状況（進路指導課） 

（４） 支援課研修 

  児童生徒の実態把握、障害特性に応じた支援の仕方、発達段階のとらえ方につい

て、知識や理解を深め、専門性を高めるために、支援課が中心となって全教職員を

対象とした研修を企画運営した。 

（５） 研修講演会 

 今年度は、人権教育の「生命」「自由」「平等」という３つの柱の中でも特に、

「平等」の理念に基づき、人権教育およびキャリア教育に対する意識を高めること

を目的に講演会を開いた。福祉事業に携わってこられた経験の中から得られた事柄

や、障害者の将来を見据えた支援などについての内容であった。  

   《研修講演会の概要》 

        日時：平成２５年７月３０日（火）10:00～12:00 

        目的：共生社会に向けての見識を広げ、人権教育およびキャリア教育に対する 

      意識を高める。 

        演題：「しょうがい」福祉と「けんり」 ～いままで、そしてこれから～ 

        講師：社会福祉法人下関市民生事業助成会「なごみの里」事務長 佐藤正昭 

         参加者：本校教職員、保護者、関係機関   

（６） 自主研修視察 

 夏季休業中に県内外の学校や施設・事業所等を視察し、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」と「長門地区」で各 2 グループ、計４グループを編成して視察し、その成果を

「はぎの実践」において報告した。 

 

３ おわりに 

   今年度は、昨年度に引き続きこの｢グループ研究｣の形態は残しつつ、教育課程上の教

科・領域部会に分かれ、昨年度作成した学習内容についてその妥当性の検証を授業研究

で行った。今後も「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、

教職員が直面する指導・支援上の諸課題に対して共通理解を深め、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。さらに、今年度、各教科・領域部会において完成

を迎えた学習内容表や、教育課程全体の整合性がさらに補充・進化・整理されるよう実

践的な研修を進めていきたい。 
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活動報告「人とかかわる力」を育てる授業づくり（最終年次） 

 

山口大学教育学部附属特別支援学校 

 

１ 研究主題について 

本校はこれまで、学校教育目標である児童生徒の「豊かな生活」の実現を追及してきた。 

                   今年度は研究テーマ「人とかかわる力を育てる 

授業づくり」の最終年次であり、これまでの取組

についてまとめを行った。今年度は、人とかかわ

るプロセス図（図１）を大切にしながら、①個別

の教育支援計画を基に授業づくりを改めて見直す

こと。②これまでの本校研究の知見から授業づく

りのポイントを挙げ、実践を行ったうえで、授業

づくりのポイントを分類整理していくこととした。 

 

２ 今年度の活動の成果 

（１）個別の教育支援計画と授業のつながりから人とかかわる力を身に付けること 

今年度の初めから個別の教育支援計画を基に、意識的・計画的に「人とかかわる力」に

ついて実態把握→目標設定→支援の流れで授業づくりを行ってきた。 

                    個別の教育支援計画や指導計画からの個

のニーズに応じた「人とかかわる力」を明

確にし、それらを高めるための授業づくり

が、結果として「人とかかわる力」の育ち

につながったと考える。 

（２）授業づくりのポイントに視点を当て、

授業を設計していくことにより人とかかわ

る力を身に付けること                        

                     授業づくりのポイント（表１）はこれま

での研究の結果から導き出されたものを列

挙したものである。これらは、全ての内容

を児童生徒の実態と照らし合わせ、特に必

要と考えられるものを集約していくことに

よって、授業内容を何にするか絞り込むこ

とができる。中でも「安心・安全」という

キーワードは絶対に外してはいけないもの

であると言える。 

挙げられたポイントはその役割によって分類できるのではないかと考え、図３のように

整理した。ポイントは大きく分けて「実態把握のポイント」と「題材・単元設定のポイン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別の教育支援計画における重点課題 

「人とかかわる」ことに関する 

実態・目標・支援 

個別の指導計画 

（各教科） 
自立活動指導内容表 

【人とかかわる各授業における授業改善サイクル】 

plan → do → check → action 

 

plan → do → check → action 

 

plan → do → check → action 

 

個別の指導計画の評価 自立活動指導内容の評価 

「人とかかわる」ことに関する評価 

・・・・・ 

個別の教育支援計画の評価 

・・・・・ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

各教科等の 

単元における 

サイクル例 

図１ 人とかかわるプロセス図 

図２ 個別の教育支援計画から授業へのつながり 
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ト」及び「支援のポイント」の三つに分

けられた。 

 

３ ３年間の研究のまとめ 

（１）人とかかわるプロセスの有効性 

 「人とかかわる」プロセス図（図１）

は、３年間我々の研究のベースとなって

きた。今後、我々が「人とかかわる」こ

とに関して指導と支援を行っていく際に

も常に基盤となっていくであろうと考え

る。 

（２）「人とかかわる力」を育てる基盤と

なる信頼関係の構築 

どの学部の研究においても安心・安全が

常に人とかかわる力を身に付けるための基盤になっていることは示された。  

（３）「人とかかわる力」をさらに育てていくために 

児童生徒が現在の生活を送ったり、社会へ羽ばたいていったりしたときに、人とのかか

わりは「避けては通れない要素」である。しかし、「この方法が『人とかかわる力』を身に

付けるには最適である。」というように決めることは困難である。我々教師は、様々ある方

法の中から目の前の児童生徒の実態に適した方法を見つけていかなくてはならない。  

 

 

 

授業づくりのポイント 主な内容 

表出 音声言語、サイン言語、PECS 等 

受容 受容後の表出に関すること 等 

人とかかわりたい思い 人・もの・ことに関すること 等 

スキルの広がり かかわるためのスキルに関すること 

人の広がり かかわる相手の拡大に関すること 

場の広がり かかわりを行う場面に関すること 

安心安全 安心してかかわることのできる環境（人的、物的、事的） 

自己理解 自分のことを知ることに関すること 

他者理解 相手のことを知ることに関すること 

主体性 進んでかかわろうとする態度を育てること 等 

グルーピング・ペアリング 学習場面における集団の設定に関すること 

相手としての支援者 支援者が児童生徒とかかわる相手である場面に関すること 

仲立ち役としての支援者 
児童生徒同士のかかわりなどで、第３者的にかかわる場面に関す

ること 

学習環境 教室環境、かかわりやすい場の設定 等 

興味関心の高いもの・こと 児童生徒の好きなもの 等 

教材・教具 ＡＡＣ（拡大代替コミュニケーション）、表出を引き出す教具 等 

一緒に活動する場のつくり方 共同作業を行うシステムに関すること 等 

学習内容 人とかかわることに関する学習内容 等 

役割 学習内における児童生徒の役割に関すること 

共同活動 共同作業を行う内容に関すること 等 

 

表１ 授業づくりのポイントの主な内容 

図３ 「人とかかわる力」を育てる授業づくりのポイント関連図 



 

44 

 

 

 

 

 

 

 

活動報告 

（障害別研究部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

45 

 

 

 



 

45 

 

「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、昨年度に引き続き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 

      ５月 １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２０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 

３月 ６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２０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２８日 第２回研究集会：テーマ別分科会 

      １１月２８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・聴覚・早期対応・０１（ゼロイチ）の７部会 

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７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』    情報交換を中心に話し合った。 

             『構音指導』    下関市立豊浦小学校     野村加奈子 様 

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

『言語発達遅滞』下関市立名池小学校     藤田ちずる 様 

             『早期対応』  下松市立下松小学校     松本 素子 様 

美祢市ことばの教室幼児部  勝谷 直美 様 

             『構音指導』   元柳井市立柳井小学校    南波 則子 様 

             『言語発達』    下関市立田耕小学校     田中 隆司 様 

             『難  聴』   山口市立白石小学校     田中 幸雄 様 

             『吃  音』     防府市立牟礼南小学校        原田 千春 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４３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２０日 

担当者 

基礎講座Ⅰ 

８月２８日 

担当者 

基礎講座Ⅱ 
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〈研究テーマ〉  障害の多様化・重複化への対応 

 

                                  病弱教育部会 

 

１ 研究テーマについて 

  特別支援学校に在籍する児童生徒の障害が多様化・重複化しており、特にＬＤ、ＡＤ

ＨＤ、アスペルガー症候群等の発達障害を併せ有する児童生徒への指導支援が大きな課

題になっている。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、今年度も、障害の多様化・重複化への対応の一つとして、発達障害について

の理解を深め、発達障害のある児童生徒の支援について研修を深めることにした。 

  

２ 活動の概要 

(1)  総会 

     ア 平成２４年度事業報告及び決算報告 

      イ 平成２５年度事業計画及び予算案 

      ウ その他～病弱教育部会の参加について、研修会等について 

 (2) 研修会 

     ア 講演会 

           演 題 「気になる子どもの理解と支援」 

             ～ 行動支援のポイントと実際 ～  

講 師 くらしき作陽大学 子ども教育学部 教授 

特別支援教育士スーパーバイザー   橋 本 正 巳 先生 

イ 質疑応答 

     ウ 指導助言   特別支援教育士スーパーバイザー   橋 本 正 巳 先生 

 (3) 授業研究会 

   ＩＣＴタブレット型端末を活用した授業研究の実施。 

   ア ＩＣＴ研修目的  「ＩＣＴを活用して、基本的な学力とコミュニケーション 

能力を育成し自立と社会参加を目指す」 

イ 公開授業   高等部 １年２組 

ウ 指導助言者  山口大学教育学部 

附属教育実践総合センター   准教授 鷹 岡  亮  先生 

 

３ 研究のまとめ 

研修会においては、今年度も県内の病弱学級設置校だけでなく、県内の特別支援学校、

市内の小・中学校、近隣の高等学校に案内を送付し、校外から４０名もの多数の参加者

があった。今回は分科会形式の研究協議は行わず、日頃抱えている課題や問題点を質疑

応答という形で講師の先生に投げかけ、その課題について適切なご助言・ご指導を頂い

た。また、講演でそれぞれの問題点の改善や実態把握の方法、行動分析や対応の方法等

について事例を基に様々な対応の仕方を聞く事ができ充実した研修を行うことができた。 

今後は、児童生徒の実態把握をもとに、個に応じた指導方法について学校間で意見交

換等行いながら、実践に生かせる内容の研修会を計画的に実施し、特別支援教育のセン

ター校として、他校への支援を積極的に行っていきたい。 


