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は  じ  め  に 

 

                           山口県特別支援教育研究連盟 

                            会 長  松 田 信 夫 

                            （山口大学教育学部教授） 

 

 平成２４年度の山口県特別支援教育研究連盟の活動や成果をまとめた「平成２４年度研

究紀要」が刊行のはこびとなりました。取りまとめや編集に当たられた副会長さん、事務

局長さん、各専門部の皆さん、各支部長さん、個人やグループで研究された方々のご尽力

とご苦労に対し、心から感謝とお礼を申し上げます。 

 本研究連盟では、多様化する障害への対応はもとより、これまで培ってきた専門性のさ

らなる充実・発展も視野に入れつつ、関係諸機関との連携のあり方についても実践研究を

進めてまいりました。 

 私たち教師の仕事は、児童生徒の現在と将来に向けた豊かで幸せな生活の実現にありま

す。そのためには、実践研究を通して学んだ知見をもとに、日々の授業を丁寧に積み重ね

ていく研鑽を積むことが不可欠であります。目の前の子どもたちから発信される生のメッ

セージに、教師としての自分がどう接しようとしたか、その結果を受けてその後の指導を

どう改善しようとしたかという一連の取り組みのなかから生まれ出る発言は、これからの

時代にいよいよ必要とされるように思えます。 

 さて、平成２９年度には、全国特別支援教育研究連盟の全国大会を本研究連盟が引き受

けます。これまでの歩みにさらなる創意工夫を加えながら、山口県らしさのある特別支援

教育を創造してまいりたいと思います。 

 終わりになりましたが、この研究紀要は、現時点での実践研究の到達点です。この中に

は、今後のさらなる検討が必要とされる課題や、あるいは気づかぬままでいるような箇所

がまだ残されているやもしれません。皆様方からの忌憚なきご指導、ご教示を賜りますこ

とで、明日に向けた取り組みを今後も継続してまいりたいと存じます。どうかよろしくお

願い申しあげます。 

 

                                平成２５年３月 
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一人ひとりが豊かに生きることをめざして一人ひとりが豊かに生きることをめざして一人ひとりが豊かに生きることをめざして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 

 

１１１１    はじめにはじめにはじめにはじめに    

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２１校４５学級、中学校１５校２７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

（学習発表会）、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。 

 

２２２２    研修研修研修研修・活動・活動・活動・活動の歩みの歩みの歩みの歩み    

（１）全体の研修会 

ア ４月 ２３年度の活動報告，２４年度の活動計画，役割分担，研修計画 

イ ７月 仲よし学習発表会計画 

ウ 12月 仲よし学習発表会打ち合わせ 

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】 （広島県 宮島方面） 

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 仲よし学習発表会 【小・中学校合同】（平田小学校 講堂） 

（３）研修会 

  ア 小・中学校合同 ２回（教材・教具の開発 利用） 

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 発表会の練習 

イ 中学校 

（ア）調理実習と交流会 

 

３３３３    おわりにおわりにおわりにおわりに    

小・中学校合同行事である学習発表会と運動会の隔年開催を決定して６年が経過した。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目指してい

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 

１１１１        はじめにはじめにはじめにはじめに 

  本支部は、小学校８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。 

 

２２２２        研修のあゆみ研修のあゆみ研修のあゆみ研修のあゆみ 

   ４月２３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 

   ６月 ８日     ○第１回柳井市合同体験活動（山口県ふれあいパーク） 

                            ・ネイチャークラフト 

              ・ＡＦＰＹによる人間関係づくりゲーム 

              ・ウォークラリー（雨天のため館内クイズラリーを実施） 

   ８月 ８日     ○平成２４年度山特連夏季研修会（山口大学他） 

・知的障害を伴う自閉症児の指導についての事例発表及び協議 

８月２３日     ○夏季研修会（山口県スポーツ交流村） 

              ・山口県スポーツ交流村施設見学 

              ・次年度活動体験選定のためのマリンスポーツ体験 

 サーフカヌー、アクアグライド、ディンギー（障害者用ヨッ ト）

試乗体験      

１０月９日     ○第２回柳井市合同体験活動（やまぐちフラワーランド） 

 ・体験教室（芝生ぼうや、押し花ストラップ） 

 ・コミュニティーガーデンの植え付け体験 

 ・ふれあい活動（ウォークラリー、コミュニケーションづくり、 

中学生によるクイズ大会など） 

   １０月２日～５日  ○「心のとも運動」参加 

   ２月２１日     ○第２回協議会（柳井小学校）   

              ・今年度の研修のまとめ、反省、情報交換 

３３３３        おわりにおわりにおわりにおわりに 

  本年度は柳井市内の学校のみで自然と親しむ活動と児童生徒とのふれあいをねらい、合同

体験活動を２回実施した。体験活動を通して、コミュニケーション指導やソーシャルスキルト

レーニングなど支援のあり方を研修することができた。児童生徒にとってもよい交流の場とな

った。また、中学生がリーダーとなり交流をすることができた。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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大島支部活動についての報告大島支部活動についての報告大島支部活動についての報告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 周防大島町立安下庄小学校  教諭 坂根 奈央 

 

１１１１    はじめにはじめにはじめにはじめに    

  大島支部では、久賀小学校（５年男子２名、６年男子１名）、三蒲小学校（１年男子１名、

６年女子１名）、明新小学校（３年男子１名）、安下庄小学校（４年女子１名、５年男子１名）、

城山小学校（３年男子１名、６年男子１名）、島中小学校（６年男子２名）、久賀中学校（２

年男子１名、3 年男子 1 名）、大島中学校（１年男子１名、２年女子１名、３年男子２名）、

東和中学校（２年男子１名、３年男子１名）、安下庄中学校（２年男子１名）の１０校に特別

支援学級が設置されている。今年度の本支部の研究主題を『一人一人のよさを伸ばし生きる

力を育む指導の工夫』とし、研修会や活動を行ってきた。 

  参加された先生方の感想・反省を踏まえながら、今年度の研修会や活動を報告する。 

 

２２２２    研修・活動のあゆみ研修・活動のあゆみ研修・活動のあゆみ研修・活動のあゆみ    

  ４月２５日 大島郡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 周防大島町立東和中学校 

   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 

   

  ６月２１日 第２回特別支援教育部会研修会 

   会 場 周防大島町立安下庄小学校 

   参加者 町内特別支援教育部会員 

   講 師 立道直子先生, 佐原正文先生（県立田布施総合支援学校） 

   内 容 受指導『今、特別支援教育に求められていること』 

       周防大島町小・中学校特学交歓会について    

   感想 

   ○総合支援学校の 1 日の生活や 1 年間の行事の様子について、写真のスライドショーを

使って、とても分かりやすく生活の様子を説明していただいた。それぞれの課題に応

じ工夫された活動をされていることが分かった。小学校においても、子ども達の自立

につながるような活動をしていくことが大切であることも伝えられた。参加者からは、

各学校の課題もふまえて活発な意見交換がなされた。 

     

 

  ７月１０日 周防大島町特別支援学級交歓会 

   場 所 安下庄小学校 

   参加者 特別支援学級在籍児童生徒・保護者・担任 

   内 容 調理実習（カレーライス・フルーツヨーグルト） 

       リクリエーション（すいか割り、簡単なゲーム 他） 
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感想 

○班の中学生が小学生をリードしながら、和気あいあいと活動していた。自分たちで作ったカ

レーライスやフルーツヨーグルトは量が多いかと思われたが、何杯もおかわりをす

る児童生徒も多く、丁度良い量だった。スイカ割りなどのリクリエーションは、担

当の先生方の準備のかげで、とても楽しいものになった。 

 

８月２４日 第３回特別支援教育部会研修会（特別支援教育講演会） 

   会 場  安下庄小学校 ６年教室 

   参加者  周防大島町小中学校教育研究会特別支援教育部会員 

   内 容  「一緒に考えよう、発達障害のある子どもたち」 

   講 師  山口県発達障害者支援センター 白井 孝典 先生 

 

感想 

○第１部では、社会見学の行き先について、部員の先生と検討を行った。主に中学校ではキャ

リア教育の視点も踏まえ、来年度からは職場体験の要素も取り入れた活動も行うとよい、と

の意見も出された。第 2 部では、講師の先生から、子どもの実態や困り感に寄り沿った上で

の、具体的な支援の仕方について分かりやすく教えていただいた。個々の発達段階に応じた

目標を設定し、子どもが自立へ向けて、「自分でできる」ための工夫を取り入れることの大切

さを学ぶことができた。 

    

１１月９日 周防大島町特別支援学級社会見学 

   行き先 柳井市方面 A コース（白壁の町散策、藍染め体験、ウエルネスパークで昼食・

自由遊び・菓子の木でお菓子作り）B コース（NPO 法人「一粒の麦」でパン作

り体験・昼食 喫茶店「ボンジュール」で見学・講話） 

   参加者 特別支援学級在籍児童生徒・担任  

感想 

○小学生向きの A コースと中学生向きの B コースの選択制にすることにより、発達段階に応

じた体験活動をさせることができた。A コースでは柳井市の白壁の町を散策し、藍染め体

験やはた織りをした。藍染めは、どの模様にしようか楽しそうに選んでいた。柳井市に伝

わる伝統文化の一端に触れることができた。ウエルネスパークでは他の先生や子どもと仲

良く交流しながら昼食をとったり、遊具のまわりで元気に遊んだりする様子が見られた。

思い出の多い有意義な時間になった。 

 

 

３３３３ おわりにおわりにおわりにおわりに    

 ○部員の先生方の協力もあり、児童生徒に寄り沿い、成就感や喜びを大切にした活動が展開

することができた。これからも、一人ひとりの可能性を伸ばし、生きる力を育む指導の工

夫のために、学校間・関係機関・校内の連携を軸に研修が進められることを願う。 
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一人ひとりの一人ひとりの一人ひとりの一人ひとりのより確かな生きる力を育む支援のあり方より確かな生きる力を育む支援のあり方より確かな生きる力を育む支援のあり方より確かな生きる力を育む支援のあり方    

熊毛支部 

１１１１    はじめにはじめにはじめにはじめに    

 本支部は、小学校６校、中学校２校から構成されている。在籍数は、小・中学校とも増加

の傾向にあり、個々の障がいの実体は多様化の傾向にある。 

本年度も、児童生徒一人ひとりのよりよい成長の場となることを目指し、小・中学校合同

の宿泊活動や校外学習などを行った。 

  

２２２２    研修・活動の歩み研修・活動の歩み研修・活動の歩み研修・活動の歩み 

第１回第１回第１回第１回    支部研修会支部研修会支部研修会支部研修会        ４月２６日（木）（田布施町立田布施中学校） 

   ＊ 昨年度の報告、本年度の研修主題、活動予定、予算などの確認 

   ＊ 校外学習の行き先と期日について話し合い、決定 

   ＊ 熊毛支部宿泊活動の事前協議 

 

熊毛支部宿泊活動事前協議会熊毛支部宿泊活動事前協議会熊毛支部宿泊活動事前協議会熊毛支部宿泊活動事前協議会        ５月２２日（火）（田布施町立田布施中学校）  

熊毛支部宿泊活動熊毛支部宿泊活動熊毛支部宿泊活動熊毛支部宿泊活動  ７月２日（火）、３日（水）（山口県スポーツ交流村） 

第２回第２回第２回第２回    支部研修会支部研修会支部研修会支部研修会  ８月２日（木）（平生町社会福祉協議会あいあむ） 

   ＊ 施設説明・質疑応答  

＊ 施設見学 

・「れすとらん あいあむ」で昼食 

＊ ２学期校外学習の打ち合わせ 

   ＊ 心のとも鉛筆について打合せ（９月実施） 

   ＊ 第３回研修会の期日と内容の確認 

山特連夏期研修会山特連夏期研修会山特連夏期研修会山特連夏期研修会  ８月８日（水）（山口大学会館等） 

            ＊「アセスメントに基づく行動支援～応用行動分析の観点から～」  

   ＊「知的障害を伴う自閉症児の指導について」 

  支部校外学習支部校外学習支部校外学習支部校外学習  １１月１３日（火）（くだまつスポーツセンター） 

＊ ボウリング・ゴーカート・ゲームなど 

  第３回第３回第３回第３回    支部研修会支部研修会支部研修会支部研修会  ２月８日（金）（田布施町立田布施中学校）  

＊ 講話 周南市立徳山小学校教頭 清永直志先生 

＊ 本年度活動の気づきと反省 

＊ 地区主任会復伝 

＊ 来年度の宿泊活動の詳細について 

 

３３３３    おわりにおわりにおわりにおわりに    

 本年度は山口県スポーツ交流村での宿泊活動を行った。新たな場所での活動に、準備など

大変な面もあったが、児童生徒たちの大変活発な姿が見られ、少人数学級の児童生徒にとっ

てとてもよい交流の場になった。また、指定就労継続支援事業所の施設見学や外部講師による

講話を行うなど、研修の幅を広げることができた。  

 今後も、研修や活動がより良いものになるように検討を加え、児童・生徒がより主体的に取

り組める活動を目指していきたい。 



7 

 

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～  

 

下松支部下松支部下松支部下松支部  

    

    

１１１１    研究の目的研究の目的研究の目的研究の目的 

  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。 

 

２２２２    研究のあゆみ研究のあゆみ研究のあゆみ研究のあゆみ 

５月 連絡協議会     ・・・研修組織・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「ふれあいフェスタ 2012」の計画       

７月 第第第第 1111 回体験学習「ふれあいフェスタ回体験学習「ふれあいフェスタ回体験学習「ふれあいフェスタ回体験学習「ふれあいフェスタ 2012201220122012」実施（下松スポーツ公園体育館）」実施（下松スポーツ公園体育館）」実施（下松スポーツ公園体育館）」実施（下松スポーツ公園体育館） 

７月 連絡協議会    ・・・各ブロックで第２回体験学習計画立案 

１０月 久保ブロック第２回体験学習実施（ほしらんどくだまつ）第２回体験学習実施（ほしらんどくだまつ）第２回体験学習実施（ほしらんどくだまつ）第２回体験学習実施（ほしらんどくだまつ） 

１１月 下松ブロック第２回体験学習実施（徳山動物園・ＫＲＹ山口放送）第２回体験学習実施（徳山動物園・ＫＲＹ山口放送）第２回体験学習実施（徳山動物園・ＫＲＹ山口放送）第２回体験学習実施（徳山動物園・ＫＲＹ山口放送）    

１１月 末武ブロック第２回体験学習実施（青少年科学館ソラール）第２回体験学習実施（青少年科学館ソラール）第２回体験学習実施（青少年科学館ソラール）第２回体験学習実施（青少年科学館ソラール） 

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 

１月 連絡協議会    ・・・「卒業生を励ます会」の打合せ、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」（ほしらんど第３回体験学習「卒業生を励ます会」（ほしらんど第３回体験学習「卒業生を励ます会」（ほしらんど第３回体験学習「卒業生を励ます会」（ほしらんど    くだまつ）くだまつ）くだまつ）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 

 

３３３３    活動の経過活動の経過活動の経過活動の経過 

  本支部では、市内１０校に特別支援学級があり、今年度は、中学校校区のブロックを基本

として、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 2012」では、グループごとに、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。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、中学校校区のブロックごとに計画を立て、実施した。より

実態に応じた活動を仕組むことができ、活動内容を充実させることができた。また、子ども

同士の交流も深まった。  

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。 

 

４４４４    おわりにおわりにおわりにおわりに        

  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

かかわりが深まった。また、連絡協議会での話し合いをもとに立てた計画が子どもたちの活

動の充実につながった。年度末に支部の活動の反省を行い、更に充実した活動になるよう、

活発に意見を出し合い、情報交換を行いながら連携して取り組んでいきたい。 
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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 

～ 子どもの特性やニーズに応じた支援のあり方 ～     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。本年度も、小・中合同での校外

学習（宿泊活動、動物園見学、ボウリング）を通して、児童・生徒の交流を深めるとともに、

体験活動を通して、一人ひとりの力が発揮され、心豊かな子どもに育つよう支援を行ってき

た。教員の研修会は、支部にて計画し４回実施した。 

２ 研修・活動の歩み 

 ５月 ２日（水） 市教研総会及び研修 本年度の研修計画の立案 

 ６月１３日（水） 市教研一斉研修 場所：光市立光井小学校 

     研修内容  通級指導教室（小学部・幼児部）の取り組みについて 

発表者 光市立光井小学校 沼田 智子教諭 松本 妙子教諭 

             田中みどり教諭 吉永 文子教諭 

             山田 恵子教諭 佃  洋子教諭 

  ６月１４日（木）～１５日（金） 山特連光支部小中合同宿泊活動 

     場所：山口県スポーツ交流村（光市光井２丁目１９－２） 

  ８月 ７日（火） 実技研修  場所：光市地域づくり支援センター（視聴覚室） 

     研修内容  ＷＩＳＣ－Ⅳの理解と実技 

指導者 ふれあい教育センター 研究指導主事 長安 康憲先生 

  ８月 ８日（水） 市教研専門部会  場所：光市島田公民館（大会議室） 

     どの子も確かに学べる授業づくり 

     ～あたたかい人間関係づくりを基盤として～ 

                 研修内容  授業のユニバーサルデザインについて 

指導者 光市立室積小学校 西川麻里子教諭 

１０月１６日（火） 山特連光支部小中合同校外学習（徳山動物園、周南フレンドパーク） 

  １月３１日（木） 山特連光支部小中合同校外学習（くだまつスポーツセンター） 

３ おわりに 

 ６月の一斉研修では、光井小学校の通級指導教室（小学部・幼児部）の取り組みについて紹

介していただいた。部員数が多すぎるために教室での実際の指導の様子を観てもらうことは不

可能であるとのことで、ＤＶＤ等による紹介だったが、たくさんの具体的な指導内容について

知ることができた。その後、実際に教室の見学をしていろいろな教材・教具を手に取ってみる

ことができ、とても参考になった。８月の実技研修では部員から是非にと希望があったＷＩＳ

Ｃ－Ⅳの理解と実技の研修が行われた。ＷＩＳＣ－Ⅲとの違いがはっきりとわかったが、ＷＩ

ＳＣ－Ⅲについて知らない部員もいたのでＷＩＳＣ－Ⅲの研修でもよかったかなとも思われた。

専門部会では、どの子も確かに学べる授業づくりの研修を行い、室積小学校の西川麻里子先生

にユニバーサルデザインの授業について、学習集団作りや教室・学習環境作りを具体的に教え

ていただいた。その後、グループ別にどの子も伸びる授業づくりの視点・配慮点について意見

交換を行った。毎年恒例の宿泊活動は光青年の家が閉鎖されたため、山口県スポーツ交流村で

の初めての活動となったが、内容を少し変えて例年どおりに行うことができた。中学生のマリ

ンスポーツは特に好評だった。児童・生徒の交流、部員同士の交流もできてよかった。 
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一人一人の実態に応じた支援のあり方を求めて 

～生きる力を高める教育のあり方～ 

周南支部 

１１１１    はじめにはじめにはじめにはじめに    

周南支部は支部全体の活動と、支部を３地区に分かれた地区ごとの活動を行っている。今年

度の特別支援学級設置校は下記の通りで、近年増加傾向にある。今年度は、小学校では多少減

少しているが、中学校では増加している。 

 東部地区 中部地区 西部地区 支部全体 

（小学校） 

知的障害 

情緒障害 

肢体不自由 

難   聴 

４校（５学級） 

４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 

９校（１４学級） 

７学級 

６学級 

１学級 

０学級 

23校（４４学級） 

２２学級 

１８学級 

３学級 

１学級 

（中学校） 

知的障害 

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 

７校（１３学級） 

６学級 

４学級 

１学級 

２学級 

４校（１３学級） 

４学級 

３学級 

０学級 

０学級 

12校（２３学級） 

１１学級 

８学級 

２学級 

２学級 

 

２２２２    研修及び活動報告研修及び活動報告研修及び活動報告研修及び活動報告    

（１）周南支部 

６月１５日（金） 支部代表者会議（於：周南市久米公民館） 

（内 容） ① 講話 

「特別支援教育の再点検と校内コーディネーターの役割」 

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 

  ○ １１月２日（金） 第１回交流学習 

    場所 丸和徳山店 周南市美術博物館、徳山動物園 

    内容 買い物学習、美術展鑑賞、動物の観察 

  ○ １月２５日（金） 第２回交流学習 

    場所 周南市立大河内小学校 

    内容 バスの乗り方教室（体験）、リズム体操、ありがとう集会 

 第２回の交流学習は、山口運輸局、防長交通の協力を得、バスの乗り方教室を実施した。

実際のバスを使用し、バスの運賃の支払い、乗降の方法、バス内でのマナーなどを体験

しながら学ぶことができた。ゆっくり丁寧な指導でき、自立に向けてのよい機会になっ

た。またみんなで交流しリズム体操を楽しみ、ありがとう集会（卒業生を送る会）では

在校生が卒業生に祝福の気持ちを色紙に表現して作成して渡し、卒業を祝福することが
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できた。今後も意欲的・主体的に活動できる内容を計画したいと考えている。 

② 中部地区（小学校、中学校で開催） 

【小学校】 ○ １１月１５日（木） 特別支援学級交流会「なかよしフェスティバル」 

    場所 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター 

    内容 歌ってなかよくなろう、自己紹介・名刺交換、動いてなかよくなろう 

       体操って楽しいね！ 

 縄跳びや、体を動かすゲームなどの活動を通して他校の児童と自然な形で楽しく語り合

ったり自由遊びをしたりすることができた。騒がしい雰囲気の苦手な児童の実態がいるこ

とも考慮すると現在の大集団ではなく、規模を小さくした近隣校同士の交流会の持ち方も

考えられ、今後検討していく予定である。 

【中学校】 ○ １０月５日（金） 中部地区中学校特別支援学級交流学習会 

    場所 ふれあいの森なんでも工房 

    内容 調理活動（バウムクーヘン、ピザ、おにぎり、スープ） 

製作活動（竹とんぼ） 

   自然豊かな静かな山中でゆっくりと過ごすことができた。午前中は他の中学校の生徒と

交流しながらバウムクーヘン、ピザ、おにぎり、スープを調理し、準備、後片づけにも協

力して取り組むことができた。午後は普段体験できない竹とんぼづくりも経験した。日常

とは違う環境の中で体験活動を通して人間関係力を身につけることができた。また一人ひ

とりの生徒が協力して活動し、自分なりに新しいことに挑戦することができた。 

③ 西部地区 

  ○１１月９日（金） 小中合同「なかよしフェスタ」 

    場所 新南陽体育館 

    内容 講師を招いてのレクリエーション活動、ゲーム 

  ○１２月７日（金） 中学校「わくわくフェスタ」 

    場所 ゆめタウン、新南陽総合福祉センター 

    内容 買物学習、調理実習、交流会 

  ○２月１８日（月） 小学校「わくわくフェスタ」 

    場所 周南市立富田東小学校 

    内容 卒業生を送る会 

 小中合同で行った「なかよしフェスタ」では、公共交通機関を利用して集合し、県レク

リエーション協会より講師を招いて交流を深めた。日々の学校生活にも利用しやすい内容

であった。また近隣校で小グループを作り、活動したので教員にとっても児童生徒の情報

交換ができるよい機会となった。 

 「わくわくフェスタ」は、小中別々に行った。小学校は午前に卒業生を主役にしたクイ

ズやゲームを行い、午後は外部講師による陶芸教室を行った。中学校は、事前に準備した

買い物リストを利用して買い物を行い、調理実習では、調理方法、手順、片付けなど日頃

実践できないことを多く経験することができた。 

３３３３    おわりにおわりにおわりにおわりに 

 各地域の児童生徒の実態や発達段階を考慮した交流活動が行われている。今後も、交流の意

義を考えながら、活動内容の充実とともに、交通手段や集団のあり方、交流活動の持ち方など

を工夫した活動について研修を深めたい。 
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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 

    

    

    

１１１１    はじめにはじめにはじめにはじめに    

  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。 

    

２２２２    研修の歩み研修の歩み研修の歩み研修の歩み    

（１） 山口市教育研究会特別支援教育部会   

日時：平成２４年５月７日（月）   

場所：山口市立平川小学校 

内容：役員選出、平成２３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２４年５月～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。  

グループ別研修についての計画・立案について協議した。 

 

（３） 第２回部会研修会   

日時：平成２４年８月２２日（水） 

場所：山口県教育会館 

    講師：西川医院 副院長 西川浩子 Dr 

   演題：「発達障害児の将来を見据えた具体的且つ効果的な支援の在り方」  

内容：発達障害のある児童・生徒の将来につながる具体的な生活支援についての講演会

を開催した。 

 

（４） 第３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〕 

テーマ：「個々の障害に応じた学習および生活指導の内容・方法の改善と充実」 

日時：平成２４年１２月２５日（火）   

場所：山口市立湯田小学校 
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   内容：各自が教材・教具・指導案などを持ち寄り、学習指導法および生活指導法 

などの情報交換を行った。 

 

 〔Ｃ・Ｄ・Ｅブロック〕 

    テーマ：「特別支援教育に期待されること」 

日時：平成２４年８月１０日（金）   

場所：山口市立秋穂中学校 

講師：光市教育委員会学校教育課  主幹 酒井宏高先生 

    内容：障害のある子どもを持つ親の願いや思いを受け止め、どのようにして日々 

の支援につなげていくかという話を聴いた。 

 

〔Ｆ・Ｇブロック〕 

テーマ：「自立活動の取り組み」  

日時：平成２４年１２月２６日（水）   

場所：山口市立平川小学校 

講師：岡﨑久恵先生 （山口県立山口総合支援学校） 

内容：自立活動を中心とした学習指導および生活指導について実践事例をもとに協議、

情報交換を行った。 

    

３３３３    研修の成果と今後の課題研修の成果と今後の課題研修の成果と今後の課題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。 

西川Ｄｒの講演では、「発達障害のある子どもをどのように支援してきたか。」というご自

身の体験を基盤に、具体的に分かりやすく教えていただいた。また、卒業後の支援について

も、地域を巻き込んだ実践として紹介していただいた。親の思いや願いを理解すると同時に、

支援者としての心構えを改めて考えることができた。 

グループ別研修では、実践事例をもとに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。具体的な指導・支援方法を協議し合うことで、より子どもの実態に応じた指

導・支援を探ることができた。酒井先生のお話は、障害のある子どもを持つ親の気持ちに寄

り添うことの大切さを考える貴重な機会となった。 

多様化する児童・生徒の障害特性や実態に対応するためには、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。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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行事に関連づけた自立活動の指導法の研究 

～学習発表会に向けての取り組み・中学校の場合～ 

防府支部  

 

 

１１１１    はじめにはじめにはじめにはじめに 

  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「学

習発表会」という大きな行事を計画し、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・支援の方法を決めたり、合同練習を行ったりしている。さらに小学校・中学のそれ

ぞれの部会に分かれて、各学校における取組の情報交換を行うなど、部会ごとに研修進めてい

る。ここでは「学習発表会」に関する中学校の取組についてまとめてみたい。  

 

２２２２    研修の歩み研修の歩み研修の歩み研修の歩み    

 

（１）年間計画と実践 

第 1 回合同主任会で、本支部として小中合同で行う行事に向けての年間計画について体

で協議し、さらに小学校・中学校の各部会で話し合いをした。今年度の防府支部の実践と

「学習発表会」に向けての中学校の活動は以下のとおりである。 

H24.6.19  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 

第２回中学校主任会 

      ○スポーツ交換会について 

   ○今後の研修について 

○合同校外学習について 

H24.8.8  山口県特別支援教育研究連盟研修大会 

             第３分科会 キャリア教育担当              

H24.9~10 「心のとも運動」の呼びかけ、集約、発注、受け渡し 

H.24.9.18   第３回中学校主任会 

○研修会の復伝（第２回中学校研修会・教育課程研究協議会） 

○合同校外学習について 

○学習発表会について 

H24.11.16  第１回「学習発表会」当番校打ち合わせ会 

H24.12.7  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 

H25.1.22   第２回「学習発表会」当番校打ち合わせ会 

H25.1.25   第１回中学校「学習発表会」合同練習会 

H25.2.1    第２回中学校「学習発表会」合同練習会 
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H25.2.12   第３回中学校「学習発表会」合同練習会  

H25.2.15 「防府市卒業生を送る会ならびに学習発表会」の実施 

・小学校特別支援学級、中学校特別支援学級、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、総合支援学校ごとの学習成果の発 表   

H.25.3  本年度の研修活動のまとめ 

 

（２）学習発表会に向けての具体的な取組 

 ア 目標 

学習発表会に向けての生徒の学習活動については、自立活動として次のような目標を立てて

取り組んだ。 

  第一に、合同練習や当日の発表で他校の生徒と仲良くふれあう。  

（人間関係、コミュニケーション） 

 第二に、みんなで一緒にステージに立って発表することで、達成感と一体感を得る。  

（人間関係） 

第三に、自分の役割を自覚し、確実に果たそうと、一生懸命に取り組む。  

（心理的安定、コミュニケーション、人間関係） 

そして、発表会という場でのマナーを守って行動する。  

（環境の把握、コミュニケーション） 

 これらの目標を達成するために、中学校７校の１５名の生徒が全員で一つのステー発表を作

り上げるので、全教員で生徒の実態について共通理解をして、各生徒がそれぞれのもっている

力を発揮できるような内容と支援方法を考えた。 

 イ 発表内容の決定 

９月に実施した第３回中学校主任会で、発表内容をハンドベル演奏と手話を取り入れ   

た合唱に決定した。ハンドベル演奏に決定した理由は次のとおりである。第一の理由は、ベル

を振る回数や振り方、担当する音を１つにするか２つにするかを生徒の実態に合わせて調節で

きることである。第二に、ベルを振れば音色を響かせることができるので、生徒自身が自   

のするべきことを理解しやすいことが挙げられる。第三に、全員が自分の役割を果たすことに

よって１つの曲ができあがるからである。演奏者である生徒自身は美しい音色に包まれながら

一体感を味わうことができるのである。 

発表時間は１０分間なので、ハンドベル演奏に加えて合唱を行うことにした。手話を入れたの

は、人数が少ないことと大きな声を出すことや歌が苦手な生徒もいることから、歌だけを歌う

というのは負担が大きいと考えたからである。しかも、ただじっと立って歌うよりも、手話を

入れた方が動きが加わり華やかさが出るため、演出効果も高い。  

ウ 生徒の役割分担 

ここでいう生徒の役割とは、ハンドベルの音の分担と号令をかけるなどのリーダーの役割で

ある。どの行事においても、３年生を中心に号令や整列の指示などの役割を与えて責任感やリ

ーダーシップを身につけ、自信につなげることをねらった。ハンドベルの音の分担については

先ほども少し触れたが、生徒の実態に応じて担当する音を決めた。また、１つの音を複数の者

が受け持つことで互いにカバーし合えるように配慮した。さらに、今年度は生徒数が少ないた

め、教員も演奏に加わることにした。  
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 エ 各校における練習 

各校においては、担当の先生から送られた楽譜、CD、手話の DVD などを使って繰り返し練習

を行った。 

ハンドベルについては、オルガンでメロディを弾いた CD が作成、配布されたので、それを聞

きながら自分の音を振る練習をすることができ、タイミングよくベルを振ることができるよう

になった。 

手話のＤＶＤは、手話指導担当の先生が勤務校の支援学級生徒を指導されて、見たとおりをそ

のまま真似ればいいように手話をしているところを撮影して作られたものである。一つ一つの

動作ごとの手話と歌詞に合わせてとおした手話と曲を歌いながらとおした手話とに分けて、わ

かりやすく作られているので非常に役立った。 

 一例として、某中学校における取組を紹介してみたい。教師と生徒が１対１という学級であ

る。生徒は、あまり人見知りをせず、気持ちが乗らないときは「やりたくないです」というよ

うに自分の思ったことをすぐに口に出すタイプで、音楽を好み、練習するときは一生懸命に取

り組む。一緒に演奏する、合図をしてタイミングをつかませるなどの行動面の他に、気持ちの

コントロールや言葉での伝え方をその場で具体的に教えるなどのソーシャルスキル面の支援を

行った。 

 オ 合同練習 

本番までに３回の合同練習会を行った。３回とも、練習時間は午後１時３０分から 4 時３０

分までである。 

合同練習会までに各校ですでに練習をしてきているので、スムーズに練習を進めることができ

た。とはいえ、各校とも日頃は自分たちの学級だけで練習しているため、集団の中に入ると、

はじめはどうしても自信がない様子で声も動作も小さかった。しかし、生徒たちはそれまでに

何度か合同行事で交流していて互いに顔なじみであることから、じきに堅さもとれ、休憩時間

になると仲良くおしゃべりしたり、はしゃいだりしてリラックスしていた。生徒たちは合同練

習会で友達に会えるのを楽しみにしていたのである。また、練習する際、拡大歌詞カードや拡

大階名カードを前に掲示しておき、それを見ながら前を向いて声を出したりベルを振ったりで

きるよう支援した。回数を重ねるごとにカードを見なくてもしっかりとベルを振ったり歌った

りできるようになっていき、手話も全てマスターして、生徒たちの上達ぶりには本当に感心さ

せられた。 

３回目の合同練習会では、練習会場の学校の体育館ステージをお借りして、ステージの出入

りや音声の大きさ等の確認を行い、リハーサルをした。本番に近い緊張感の中で、引き締まっ

た表情で発表する生徒たちの姿は、とても頼もしく見えた。  

 

３３３３    おわりにおわりにおわりにおわりに                     

 こうして「学習発表会」に向けた取組を中心にまとめてみると、１つの行事を成功へ導き 生

徒自身が達成感と自信を得るためには、次の４つのことが大切であると、あらためて感じた。 

  ①行事そのものに対する計画的な準備。 

  ②児童・生徒の実態に即した目標設定のもとに行う学習活動。 

  ③生徒の観察と生徒への適切なかかわり。 

  ④研修会への参加や情報交換などによる研修。 

このことは、今年度中学校部会として取り組んだ山口県立防府総合支援学校の自立活動 授

業参観による研修会からも学んだことである。その中でも特に、生徒一人ひとりの実態 十分
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に把握し、常に生徒の状態をよく見て的確に対応されているところが非常に勉強にな た。そ

の場で何を学ばせたいかという目標をしっかりと意識されているので、指導・支援 無駄がな

いのである。 

 「卒業生を送る会および学習発表会」では、他校との交流をとおして練習することで、連携・

協力しながら児童・生徒の指導・支援にあたり、個に応じた支援の仕方を実践的に学ぶことが

できた。児童・生徒も、この会に向けての練習・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。 

 今後も、一人ひとりの児童・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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

「一人ひとりの児童の実態に即した効果的な支援」の在り方を求めて 

 

           宇部支部 

 

 

１ はじめに 

  本支部には、小学校２４校中２２校４９学級、中学校１３校（全中学校）２７学級の特別 

支援学級が設置されている。必要に応じて、研修会を小・中学校合同と小・中学校別に開催 し、

それぞれ合同の行事と別の行事を計画し、研修テーマに迫ることとした。 

 

２ 活動内容  

 (1)  全体の研修会 

   ４月 役割分担、研修計画、活動計画 

   ５月 なかよしコンサート実施計画案の検討、夏休みの研修について 

      ７月 夏休み帳について、なかよしコンサートの反省、研修について 

７月   夏季休業中に  障害種別研修会 

９月 なかよしふれあい運動会実施計画案の検討 

      １月 なかよしふれあい運動会の反省、今年度の反省 

 (2)  合同学習 

      ６月 なかよしコンサート 

      10 月 なかよしふれあい運動会 

      ２月 ４ブロック別卒業生を送る会 

 (3)  小・中学校別の学習 

     ア 小学校 

     11～12 月 ４ブロック別合同学習会 

        １月 演劇鑑賞会 

      イ 中学校 

          ６月 野外活動 

７月 社会見学 

11 月 作業体験学習 

 

３ おわりに 

    ４月の時点で、小・中学校合わせて２００名を超える児童生徒が特別支援学級に在籍して 

いるものの、中には在籍が１名という学校もある。少人数では体験できないことを、より多 い

人数で交流することにより、お互いを理解し、深め合い高め合っていくことができる。ま た、

行事での再会を楽しみにして仲間意識をもっている子どももいる。 

夏季休業中に実施した障害種別研修会では、小・中一緒のグループにより、それぞれの実

態や様子の情報交換ができよかったという意見が多かった。ブロック研修でも、近隣の学校

と交流できるので、子ども同士の交流の中から個に応じた支援の方法を相談し、考えること

ができた。 

今後も教員同士が情報交換しながら、さらに効果的な支援について研修を深めていきたい。  



18 

 

「困り感のある子どもたちへの適切な支援のあり方」 

                                        

山陽小野田支部 

 

 

 

１１１１    はじめにはじめにはじめにはじめに 

  昨年度に引き続き、テーマを「困り感のある子どもたちへの適切な支援のあり方」として 

研修を行った。今年度も、夏季研修会を開催し、授業実践について発表したり、講演を聴い

たりするなどして、それぞれの資質を高め今後の授業につなげていくことができるような研

修を行った。 

   

２２２２    本年度の活動状況本年度の活動状況本年度の活動状況本年度の活動状況 

 （1）第 1 回部会 ５月９日（水） 市教研総会 （於 山陽小野田市民館） 

   ア 部員自己紹介 

  イ 研究課題設定及び年間活動計画立案 

 （2）第 2 回部会 ８月２日（木）研修会（於 山陽小野田市中央図書館 視聴覚ホ―ル） 

  ア 講演「児童生徒の体験したり、学んだりしたことを自身の力で活用していくための支       

援について：応用行動分析における自己コントロールの観点から」 

                     講師 山口大学教育学部 講師 須藤邦彦先生 

 （3）第 3 回部会 ８月２２日（水） 研修会（山陽小野田市中央図書館 視聴覚ホール） 

   ア 講演「科学的根拠に基づく障害理解と支援」 

             講師 岩国総合支援学校 地域コーディネーター 田原功三先生 

 

３３３３    研修内容研修内容研修内容研修内容 

（１）第２回部会 

  ア 講演「児童生徒の体験したり、学んだりしたことを自身の力で活用していくための       

支援について：応用行動分析における自己コントロールの観点から」 

  (ア)  大学講師の立場から、理論的に応用行動分析をもとに自己コントロールできるよう    

な児童生徒の育成を目指した支援についてのお話を伺った。 

    まずは「自己コントロールについて」基本的な定義を、次に「自己コントロール成立    

までの支援」を、そして「自己コントロールの支援が有用な理由」、「自己コントロ

ールの支援の留意点」、「自己コントロールによって目指したい子どもの成長像（青

年期で社会から孤立・逸脱しないために）」、「学級・学校全体の視点で」をまとめ

としてお話をいただいた。 

  (イ) 支援の留意点としては、対象となる行動の難易度や発達段階によっては難しいこと    

もある。よって、今できている行動で、いい行動から入るのがポイントとなる。いず    

れは記録しなくてもできるようになるようフェイドアウトする手段を考えていくこ     

とも重要である。 

  (ウ) 将来的には、自己の確立と人との関係の拡大が重要になる。この２つができること    

で感情の統制ができ、集団活動に参加する力となる。わかりやすい事例を交えながら    
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の講演であり、また、日頃実践している身近な事例も取り入れていただいたので、    

実践していることの意義を見いだすこともできた。 

  

（２）第３部会 

  ア 情報交換 

    (ア) 中学校区に分かれて、児童生徒等の情報交換を行った。各校区とも、小学校は特に    

来年度中学校へ入学予定の児童について、現状を中学校の先生方へ伝え、中学校は支    

援学級や通級指導教室で学習している生徒について、各地区の小学校卒業後の様子と    

して伝えることができた。中学校はさらに卒業後の進路についても、小学校の先生方    

に現状を知ってもらうよい機会になった。 

    イ 講演「科学的根拠に基づく障害理解と支援」 

    (ア)  脳科学の分野からの障害理解と支援が考えられるように、講演いただいた。 

   (イ) まずは、近年の学際的研究が多方面から活用されている中で、教育や福祉の分野に    

おいても脳科学が応用されていること、障害の大半は脳機能に何らかの関与があるこ    

となどの話から、方法論から根拠ある支援となるよう示唆をいただいた。 

  (ウ) 脳の仕組み、報酬システム、情動システムについての話を伺った。 

  (エ) 人は報酬システムを基盤に、学びながら脳を発達させている。接し方・関わり方と    

しては、生得的な喜び（報酬）のシステムを生かして、自発回路を育てる。報酬のタ    

イミングが重要になること。ほめる姿勢と待つ姿勢も大切になる。自分で気づいて「や    

った」と思えるような投げかけをしていくことが支援のポイントである。 

  (オ) また、叱責や強制では防衛反応により逆効果を生じやすくなる。いやなイメージ・    

場面・感情が記憶として残るだけで内容は残らない。 

  (カ) まとめとして、感情・情動の発育は、環境とストレスに影響を受けやすい。好印象    

な体験と健全な生活習慣が安定した感情を育てるということである。接し方・関わり    

方としては、安全・安心な環境と大人の関わり方が重要になってくる。過剰なストレ    

スを与えず、対等な接し方をし、適切な情動体験と生活習慣を大切にしていくことで    

ある。 

 

４４４４    成果と今後の課題成果と今後の課題成果と今後の課題成果と今後の課題 

 まだまだ、学校全体に特別支援教育が浸透していない部分もあることがわかったので、学校

全体に特別支援教育を推進していける支援体制についても研修する必要があると思われる。困

り感のある子ども達への細やかな配慮や支援が自然になされていくよう学校全体の支援体制作

りは重要な課題であると感じた。また、支援したいが行動問題への対処の仕方で行き詰まって

いたり、また、保護者対応で困っていたりとさまざまな課題があるのが実際のところである。 

これら全てに対応していくことは難しくとも、研修を通して明日からの活力が得られたり、ヒ

ントが得られるよう研修を深めていくことは重要である。また、子どもを観察する目を養うこ

とで、支援の仕方が見えてくることから、行動観察の仕方についても研修する機会があると、

教員のさらなる資質向上にも大いに役立つのではないかと思った。 
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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 
～より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 

  平成２４年度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６

校（全８校中）であり、在籍児童生徒は３７名である。本支部の活動として、美祢市特別支

援教育研究会サポート事業として年３回の活動を実施するとともに、美祢市教育研究会（市

教研）特別支援教育部会で小学校と中学校それぞれに研修を計画・実施している。 

  市教研の研修は小学校・中学校別々でほとんど交流がないため、サポート事業での活動が

担当教員相互の情報交換や研修の場となっている。 

  小教研特別支援教育部会では、「より豊かな生活をめざすコミュニケーション能力の育成」

を研究主題として、自立に向けての基礎となるコミュニケーション能力に視点を当てて研修

を深めることとした。 

 

２ 研修・活動の歩み 

  ５月１６日  小教研第１回部会 研究課題の検討・設定、研究計画の立案 

  ６月～７月  「心のとも」運動 

  ７月２６日  小教研第２回部会 １１月授業研究会の対象児童への支援及び講話 

         ・講師：山口発達臨床支援センター  川間 弘子 様 

         ・演題：「より豊かな生活をめざすコミュニケーション能力の育成」 

         ・内容 

          ① 講師による指導の参観 

            Ａ児→型はめ。視線が定まらない児童。児童が見やすいように呈示

板を斜めに傾けた手作り教材を用いた。 

            Ｂ児→パズル、数の操作。 

            講師は常に児童の視線を見ており、それに応じて呈示位置・順序・

言葉がけ・速さ・撤去のタイミングを考えて指導していた。児童は、

常に達成感を味わい楽しんでいた。 

          ② 講演 

            相手に気持ちを伝える手段として、言葉を使わない、または言葉だ

けで伝えることを参加者が体験した。コミュニケーションの方法には

様々あることを再認識できた。 

            視知覚の発達の流れ・文字学習に入るレディネス・文の構成につい

て実践を交えながらの講話。常に被支援者の視線を見ながらの言葉が

けや呈示を示唆された。  

  ８月１０日  美祢市サポート事業打合会  

         ・「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５日  ふれあい交流会 

         ・秋吉台サファリランドでの体験学習やふれあいゲーム等 
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  １１月２０日 教育講演会 

         ・講師：総合相談支援センター相談支援専門員  藤井 真寿美 様 

・演題：「総合相談支援センターみねとは？」～共に夢について考える～ 

  １１月２８日 小教研第３回部会 授業研究会 

         ① 授業参観 

～よりよい交流・共同学習のあり方を求めて～  

美祢市立麦川小学校 第１・２学年・麦っ子学級  

体育科「とびっこあそび」 

         ② 研究協議 

           麦っ子学級児童の動きに１・２年児童から自然に拍手が出ることが素

晴らしく、手を貸す姿も自然であった。 

           支援のペアをどのように考えるとよいのだろうか。 

         ③ 指導助言  指導者 山口発達臨床支援センター  川間 弘子 様 

           可視障がいの場合は児童の困難な場面が分かりやすく、それを克服で

きたときに認めることができる。一方、困難さを共感しにくい児童に対

しては、１・２年生がどこを見て困難と思っているのかを押さえると、

授業が仕組みやすくなる。 

           あらかじめ想定できる児童の混乱に対して支援策を考えておく。 

           支援のペアがいつも決まった児童になるとその児童に負担がかかるで

あろう。例えばワッペンが付いた児童がペアなどと決めておくと、ペア

が替わっても麦っ子学級児童にも分かりやすく混乱を生じないであろう。 

         ④ 指導講話 

           子ども側に立った困り感を体験する（疑似体験）ことで、児童の思い

を理解することができる。 

           子どもの表面化した行動に反応する前に、行動の背景を知ろうとする

ことが大切である。そのために、“なんで”を“だから”に変えて行動を

見る。行動の背景が分かるためには、発達段階を知り、障がいの特性を

踏まえることが必要である。 

           ある学校は、‘みんなが○○小学校の子’がモットーであり、支援学級

と通常学級はお互い様の関係であると考えている。交流及び共同学習は

両者の成長につながることを共通理解するために、両者が話し合う機会

を計画的に確保する必要がある。 

  ２月２５日  卒業生を送る会 

         平成２４年度サポート事業反省会 

３ おわりに 

  「ふれあい交流会」「卒業生を送る会」は、市内の小・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。これが小・

中学校担当教員の交流・研修の場ともなっており、共に話し合って改善や工夫を加えている。

「ふれあい交流会」では、一昨年より、市外の特別支援学校に通学する市内在住の児童生徒

も参加するようになり、障がいのある児童生徒へのサポート活動が広がっている。児童生徒

の成長を見守る市全体としての体制ができているので、今後も継続させて、小・中学校での

連携を深めながら、さらに深化・拡充していきたい。 
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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 

 

 

１１１１    はじめにはじめにはじめにはじめに    

  本支部には、小学校４１校７７学級（知的３１学級、自・情３８学級、肢体３学級、難聴

３学級、弱視２学級、児童数合計２４４名）、中学校２１校４０学級（知的１９学級、自・情

１５学級、肢体３学級、難聴３学級、生徒数合計１０４名）が設置されている（２４年５月

現在）。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。学級数、児童数

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している。さらに、支部内にある３校の総合支援学校

とも共同で活動している。 

  本支部では多様化するニーズにこたえるため、上記の研究主題を設定し、さらにグループ

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、教員の資質向上のための研修会

や研修視察を行い、研修を深めている。 

 

２２２２    活動の内容活動の内容活動の内容活動の内容    

    ＜全体での活動＞ 

 ６月 第１回市教研部会 

    ○本年度の研究主題、サブテーマの設定  ○年間活動計画立案など 

 ８月 研修視察（王司山田園、よしどみクリニック） 

市教研集会及び推進協議会 

    ○講演「不器用な子どものあそびを広げる～感覚統合からのアプローチ～」 

     講師：福岡県須恵町立須恵第三小学校教諭 佐藤 和美 先生 

    ○講演「下関総合支援学校高等部産業科の取組と進路状況について」 

     講師：山口県立下関総合支援学校教諭 有光 靖恵 先生 

    ○分科会「日常生活の指導、生活単元学習、自立活動、作業学習について」 

 ２月 第２回市教研部会 

    ○本年度の反省及び来年度の計画 

    ○研究紀要の発行 

 ＜グループ別での活動＞ 

    ○合同学習会（小学校のみ、中学校のみ、小中合同）  ○宿泊学習 

     

３３３３    おわりにおわりにおわりにおわりに    

  研修を推進するために、３つの組織、地域ごとグループに分けて運営することも定着して

きた。合同学習会では、児童生徒の交流以外に、教員だけの研修も行われている。また、特

別支援教育の経験の浅い教員を支えるための研修も行われており、ともに、高まるための研

修を今後も続けていきたい。 
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一人ひとりのニーズに応じた支援の在り方 

～校内体制の充実～ 

 

                                             萩・阿武支部 

 

 

１ はじめに 

 本支部は、特別支援学級設置校が、22 校（小学校 15 校、中学校 7 校）で、学級数は数は 32

学級（知的 12、肢体 2、難聴 1、自閉症・情緒 17）である。特別支援学級に在籍する 

 児童生徒数は 59 名（小学校 42 名、中学校 17 名）で、個々の障害は多様化し、発達段階も異

なっている。教育的ニーズに応じた支援をするためには、全教職員で児童生徒の実態把握をす

ることから始まり、実際に支援・指導するためには、校内の支援体制づくりが必要不可欠とな

る。そこで本年度は、「一人ひとりのニーズに応じた支援の在り方」という研究主題を設定し、

「～校内支援体制の充実～」という副題で、研修・活動に取り組んできた。 

 

２ 研修・活動のあゆみ 

（１） 山特連萩・阿武支部 総会 阿武町民センターにて   

ア 日時  ６月１５日（金） １４：００～１６：００ 

  イ 内容  萩・阿武支部の会員が集まり、今年度の活動計画と予算について協議し、研

修主題などの活動方針を決定した。（今年度は、通級指導教室担当者も参加） 

 

（２） 山特連 夏期研修大会   

ア 日時  ８月 ８日（水） １０：００～１５：３０ 

  イ 内容  萩・阿武支部の担当は第７分科会（自立活動について）であり、萩総合支援

学校および長門支部と協力して部会の運営に当たった。会員には積極的参加を呼

びかけた。 

 

（３） 山特連萩・阿武支部（小学校部会研修会） 阿武町民センターにて  

ア 日時  ８月９日(木) １４：００～１６：３０ 

イ 内容 ・グループ別協議：研修テーマについて各自の事例を元に協議。 

・指導講話 講師：山口大学教育学部附属特別支援学校 坂井直樹 教諭  

 

（４） 山特連萩・阿武支部（中学校部会研修会） 阿武町民センターにて  

ア 日時  ８月２３日(木) ９：００～１２：００ 

イ 内容 ・解決志向アプローチによる演習及び研修。 

・指導講話 講師：山口解決志向アプローチ研究会 清原敏之氏 代表  

 

（５） 山特連萩・阿武支部 交流会 萩セミナーハウスにて 

ア 日時  １０月 １１日(木) ９：３０～１４：３０ 

  イ 内容  交流を通して、特別支援学級児童・生徒及び保護者の親睦を図る。 
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        ・人間関係作りゲーム（保護者も参加）：午前中 

・萩焼作り体験（児童生徒・担当教員・希望の保護者）：午後 

・情報提供および情報交換会（保護者・各校校長）：午後 

講師：萩手をつなぐ育成会 大嶋宏史氏  会長 

         「一人残さず支援ができるように・手をつなぐ育成会についての話」  

 

 

３ おわりに         

 萩・阿武支部が統合して７年目になる今年度も、山特連の夏の研修会参加、講師を招聘して

の研修会、児童・生徒・保護者の親睦を目的とした交流会の三つの活動を行った。これらは本

支部の主要行事としてほぼ定着してきたようである。 

 講師を招聘しての研修会は、今年度は小中別々に企画した。研修内容を深めるという点では、

どちらも充実した研修であったことが、参加者の感想からも伺うことができた。小学校部会で

は、各校の校内支援体制の事例を持ち寄り協議した。各校とも抱えている問題に対して前向き

に取り組んでいることが確認され、互いの励みになった。また、中学校部会では、解決志向ア

プローチを通して、生徒に寄り添いながら、一人ひとりのよさを引き出すことを研修した。支

援体制づくりの基本が「生徒に対する全ての教師の意識の持ち方」にあることを再確認できた。 

 秋の交流会は、これまでの十種ヶ峰野外活動センターから、萩セミナーハウスに場所を変え

ての初めての試みであったが、場所が近くなったという利点もあり、たくさんの参加者があっ

た。萩セミナーハウスの職員の協力により、午前中の人間関係作りゲームは保護者にも好評で

あった。さらに、午後の萩焼体験でも、子供達は熱心に制作活動に取り組みどの学校も焼き上

がりを心待ちにしていたようである。午後の保護者と校長を対象にした講演会も、手をつなぐ

育成会の大嶋会長の思いが伝わり、参加した者を勇気づけるものになった。 

 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在り方を 第

一に考え、さらに研修を深めながら、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－ズに応じ、生きる力を育む支援のあり方 

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・中学校が合同で実践研究に取り組んでいる。ステー

ジ発表やレクリエーション活動など、児童生徒のかかわりをとおしてお互いに学び合う時間

や場所を設定することで、個々の伸長を図りたいと考えた。また、研修会や研究授業をとお

して、交流の少ない小・中学校の教員間の意見交換を実施し、研修の幅を広げたいとも考え

た。 

研究主題は、長期のスパンで研修が深まるよう、昨年と同様の内容とし、深化・充実に向

けて取り組んできた。また、副題は、研究主題を中心としながら、各校の実態に即して設定

することで、児童生徒が求める学びに応じた授業実践を進めてきた。 

 

２ 活動内容及び研修内容 

（１）総会および、第１回研修会 

①  日  時  平成２４年５月１８日（金）14:00～16:30 

②  場  所  長門市立日置小学校 

③  内  容  本年度の研修計画立案及び役割の決定  

（２）長門市・小中学校特別支援教育部夏期研修会     

①  日  時  平成２４年８月２１日（金）13:30～16:30 

②  場  所  長門商工会議所  

②  内  容  

ア 全体研修  指導講話 「支援が必要な児童生徒の実態把握と授業づくり」 

～自立活動の授業化～ 

○講師  山口大学教育学部附属特別支援学校  教諭  坂井 直樹 様 

イ グループ協議・協議報告 

内容 A：授業支援 B：その他（問題行動、進路指導、生活支援） 

（３）「ひまわり会」イベント（ＪＣ主催） 

① 日  時  平成２４年１１月２３日（金） 

② 場  所  俵山里山ステーション 

③ 内  容  そば作り体験学習ほか 

（４）学習交歓会 

①  日  時  平成２４年１１月２０日（火）10:00～14:00  

②  場  所  日置農村環境改善センター 

③  内  容  

ア 学習交歓会 各学校の発表 

イ   レクリエーション・ダンス 

   ○講師 山口県レクリエーション協会  理事  稲村みどり 様 

（５）授業研究  研修会 

① 日  時  平成２４年１２月６日（木）13:50～16:30   

② 場  所  長門市立日置小学校 
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③  内  容  

ア ひまわり学級  生活単元学習「ワクワク、ドキドキ、楽しい交流会」 

～お礼の気持ちを伝えよう～ 

イ 研究主題「一人ひとりの教育的ニ－ズに応じ、生きる力を育む支援のあり方」               

～「人」「もの」「こと」に主体的にかかわる子どもの育成～ 

ウ 指導講話   

○講師   山口県立萩総合支援学校 中学部主事 岡﨑好治  様 

（６）卒業生を送る会 

① 日  時  平成２５年２月２１日（木）  9:30～14:00  

② 場  所  日置農村環境改善センター 

③  内  容（予定） 

ア 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・記念品贈呈 等 

・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  

イ 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 

・来年度以降の運営等について 

 

３ 成果と課題 

夏期研修会では、全体研修で指導講話をいただいた坂井先生について、「もっと具体的にお

聞きしたかった」という声が多かった。グループ協議においても、「各校の先生方のいろいろ

な工夫や手立てについて聞きたかった」という意見があがるなど、参加者の前向きな研修姿

勢が見られた。また、グループ協議では、同じ課題で具体的に協議が進められたことで大変

深まりのあるものになった。 

研究授業では、児童支援にあたる授業者の笑顔が、人とかかわっていくことの大切さや穏

やかな場の共有につながった。課題としては、「すること」「めあて」を明確にすること、自

立活動との関連を図ること等が指摘された。 

児童への支援については、異学年間の活動で難しい面もあったが、一人ひとりが主役にな

り、「文字がすき」など、自分の思いが表現できているところがよかった。 

全体的には、参観者の目線や表情が柔らかで、空間や時間に温かみが感じられるなど、日

常の教育支援がいかに大切かがよくわかった。  

最後に三隅中学校の橋本校長より、「子どもたちと同じ目線でのかかわりがよかった」「危

機管理もよくなされていた」「支援は、援助の視点を考えることが大切」「子どもたちのため

に何が必要か。共通の認識として、一人ひとりの思いを認め、待つ、共にいることの喜びを

つかませたい」等の助言をいただいた。 

来年度も、主題にそった活動内容を計画的に組んで、充実した研修につなげたい。 
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平成２4 年度支部活動報告支部活動報告支部活動報告支部活動報告 

                                                       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 
A 新着任者研修講座（日程・研修内容・会場） 

 月 日(曜) 研修内容 担当 会場  

 4月 4日（水） 

1 3 : 3 0～ 

個人パソコンの設定（校内LAN、ｾｷｭﾘﾃｨ等） 

 

情報部 

 

会議室 

 

①  

 

4月5日（木） 

 9:30～10:00 

1 0 : 1 0～ 1 2 : 0 0 

 

 

 

学校における薬の管理と緊急対応マニュアル 

聴覚障害のある幼児児童生徒の指導と支援① 

    ～学校生活や授業等における配慮 

 

養護教諭 

自立活動部 

（聴覚支援係） 

 

会議室 

会議室 

 

山口県聴覚障害者情報センター見学 研修支援部 センター  

② 

 

4月 6日（金） 

1 5 : 3 0～ 1 6 : 3 0 

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） 

会議室 

 

③ 

 

 

4月10日（火） 

13:30～15:30 

知的 肢体 発達障害のある児童生徒の指導と支援①

～学校生活や授業等における配慮、車椅子体験 

自立活動部 

（特別支援係） 

会議室 

 

1 5 : 4 0～ 1 6 : 4 0 卒業生の進路（進路支援・進路状況） 進路支援部 会議室 

④ 

 

4月17日（火） 

1 5 : 4 5～ 1 6 : 4 0 

聴覚障害のある幼児児童生徒の指導と支援② 

～コミュニケーション 

自立活動部 

（聴覚支援係） 

会議室 

 

⑤ 

 

5月 15日（火） 

1 5 : 4 5～ 1 6 : 4 0 

知的  肢体  発達障害のある児童生徒の指導と支

援②   ～学校生活や授業等における配慮 

自立活動部 

(特別支援係 ) 

会議室 

 

⑥ 

 

6月19日（火）

1 5 : 4 5～ 1 6 : 4 0 

聴覚障害に関わる諸検査とその記録 

      ～自立活動ファイルの活用について 

自立活動部 

（聴覚支援係） 

会議室 

 

B 全教職員対象研修講座（日程・研修内容・会場） 

①  8 月 6 日（月） 

9:00～15:30 

聴覚障害教育に関する研修  

(詳細は後日お知らせ) 

自立活動部  

(聴覚支援係 ) 

会議室  

聴 力 検

査室等  

②  8 月 7 日（火） 

9:00～15:30 

特別支援教育に関する研修  

(詳細は後日お知らせ) 

自立活動部  

(特別支援係 ) 

会議室  

③  8 月 28 日(火) 

11:00～12:00 

復伝研修会  自立活動部  

(特別支援係 ) 

会議室  

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

  →学部研修(グループ研修)を組織的・計画的に行った。 
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(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、課題解決に向けて研

修した。 
各学部単位で実施。 

 (ｲ)実施回数 年間８回以上 
 
  →学部を越えた授業参観週間を行った。(１学期：6/15～6/27,３学期 1/15～1/25) 

目的  ：◎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。 
○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、指導のスキルア

ップを図る。 
   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した。 

この期間に、研究授業、授業検討会等を行った。 
 
  →指定授業参観を行った。（年に２回の授業参観週間期間中に実施） 

目的  ：◎全員による授業参観の機会を保障する。 
○授業についての検討・反省を行うことで、授業改善につなげる。  

方法 ：本校３年目の教員をグルーピングし、代表者数名が研究授業し、残りの（３年目
の）教員は参観。授業後、検討会を行いお互いのスキルアップを図る。 

 
（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った。 
  →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を行った。 

○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充実。 
     中高等部  ・・実態に応じた講座（着任・初・中・上級）を開設。各講座週１回程度

実施。 
○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 

 
（３）聴覚障害教育の専門性を高めた。 
  →自立活動部(聴覚障害係）や山口県聴覚障害研究会や中国地区ろう教育研究会等と連携を

図り、研修を行った。 
 
（４）知的障害教育・発達障害教育等の専門性を高めた。 
  →自立活動部(特別支援係)やふれあい教育センター等と連携を図り研修を行った。 
 
（５）新着任者に対する支援の充実をはかった。 
   →着任者研修の実施 

(ｱ)事前研修 
・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)※ 
(注)※は学校用。4月から 5ヶ月間の期間限定で貸出する。(3月末に着任者に貸与) 
・専門書(特別支援教育や手話に関する辞典等）の紹介 
 

(ｲ) 研修講座 ・・３－（１）－A,B を参照 

(ｳ)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する。 
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」 
 

(ｴ)着任者対象手話研修講座(通年) ・・校内講師、並びにろう講師による研修。 
 聴覚障害児に対する授業等において、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。 



30 

 

平成２４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、この「授業作り」に昨年度同様、「教材・教具の工夫」とい

う共通のテーマを設定して取り組んだ。 

  上記の「授業作り」、そして「夏季休業中研修講座」の充実、「自主学習会」の充実を今

年度の研修の三本柱として取り組んだ。 

 

２ 研修活動の概要 

  （１）授業改善「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。 

特に、今年度は「教材・教具の工夫」という共通のテーマを設け、ボタンスイッチ、個 

別課題学習、効果的な手順書の作成、具体物の提示など、工夫した取組を試みた。研修 

日の内、６回をこの研修に当てた。 

      １回目・・・・今年度の研修についての全体説明会 

      ２回目・・・・各学部年間計画作成 

      ３～５回目・・各学部の年間計画により、各時間の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３回の対象授業） 

      ６回目・・・・全体会とし、各学部１５分から２０分程度で、略案と授業の記録をもと             

   (2 月)    に意見交換し、他学部の授業を知る機会とした。 

  

（２）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。②⑤⑧⑨⑩⑬

の研修会、講演については、地域の関係機関にも案内をし、多数の参加があった。 

 

期 日            午   前 （10:00～11:30）                午   後 （13:30～15:00） 

8/1    水 ①情報モラル研修会  

8/ 2    木 ②校内講師による研修会 

 <就労・生活の基礎となる作業の指導

について> 

③校内講師による研修会 

<キャリア教育について> 

8/ 6    月  ④飲酒運転の根絶に向けて 

8/ 10  金 ⑤校内講師による研修会  

<合理的配慮とインクルーシブ教育> 

⑥校内講師による研修会 

<施設工房の紹介・手作りお話教材の紹介> 

8/ 20  月 ⑦ＡＥＤ講習会  

8/ 21  火  

 

⑧講演 

<最近の特別支援教育に関する情報> 
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8/ 27 月 ⑨校内講師による研修会  

<応用脳科学の視点で考える障害の

理解と支援> 

⑩校内講師による研修会  

<応用脳科学の視点で考える障害の理解と

支援 2> 

8/29  水 

 

 ⑪サテライト研修パソコン講座  

 <ワードの基礎> 

8/30  木 

 

⑫医療的ケア研修会 

 <経管栄養と吸引について> 

 

⑬講演 

<肢体不自由児への基礎的な支援と姿勢づ

くり> 

 （３）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た。 

今年度は１１回実施した。 

      ①新着任者研修会への自由参加 ② iPad 等を活用した支援の実践、情報交換会(第 1 回)

③ iPad 等を活用した支援の実践、情報交換会(第２回)  ④５分でできる体力づくり  

   ⑤発達障害  知的障害の基礎的支援(手順書) ⑥発達障害  知的障害の基礎的支援(構造化) 

      ⑦まず、自分が使って楽しもう iPad（入門編）⑧「感動すること」とは？ 

     ⑨発達障害  知的障害の基礎的支援(自立課題) ⑩体のケア（腰痛体操）  

⑪発達障害  知的障害の基礎的支援(コミュニケーション) 

（４）人権教育研修会 

        教職員へのアンケートをもとに研修内容を決定し、研修会を実施した。 

        〇期 日  １０月１７日（水） 

    〇内 容  講演 

          「障害児教育現場での人権教育について深めていくために」 

           講師 鼓ヶ浦整肢学園総合相談支援センター「ぱれっと」所長 

 （５）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。 

実施月        研  修  内  容  対 象    主催分掌等 

 ４月 てんかん講座 全職員 医療的ケア検討委員会 

 ４月 新着任者オリエンテーション 関係職員 教務課 

 通年 新着任者研修会 関係職員 研修課 

 12月  見えにくい子の理解と支援 全職員 特別支援教育センター 

３月 自閉症児・者への理解と支援 全職員 特別支援教育センター 

３ 成果及び来年度の課題 

    授業改善のための研修「授業作り」では、実施した授業について参加教員全員で振り返る

時間が確保でき、次時に生かすことができたことは大きな成果であった。特に今年度は、最

後の研修日を全体会としたことで、効果的な教材教具を全教職員間で共有できたように思う。 

    夏季休業中の研修講座では、校内外から多数の参加があり、自主学習会も概ね好評であっ

た。今後も教職員の情報やニーズをもとにさらに充実した研修会や学習会を計画していきたい。 
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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児童生徒の将来像を見据えた教育活動のあり方児童生徒の将来像を見据えた教育活動のあり方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 

１１１１    研究主題について研究主題について研究主題について研究主題について 

「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

で今年で 3 年目になる。それ以前には、「一人ひとりの児童生徒の実態に合わせた適切な支援」

を主題に、個々の実態把握や教育的ニーズに応じた支援、個別の教育支援計画や個別の指導計

画の作成と活用、そして具体的支援のための授業改善などを研究、研修してきた。しかし、そ

のいずれにおいても「児童生徒の将来像を見据えて」という視点は、私たちが学校として特に

大切にしていることの一つであり、その中にずっと一貫して引き継がれてきた。近年、児童生

徒の個別のニーズの多様化と、高等部の生徒の急激な増加や厳しい社会情勢を考えると、キャ

リア教育の重要性はますます高まっており、この小学部、中学部、高等部で一貫した「将来像

を見据えた教育活動」という視点は、今後も一層重要であるといえる。  

こうした状況の中、今年度も研修主題の設定にあたり、研修支援課を中心に各グループや学

部、全校で話し合いを進める中で、この視点を大切にしながら研究・研修を深めていこうとい

うことになった。そこで、引き続き「児童生徒の将来像を見据えた教育活動のあり方」という

研修主題で取り組むことにした。  

  研修の方法としては、学部ごとにテーマを設定し、その中で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、全体として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等とも連携しながら、研修主題を念頭に置いた講演会・研修会を数

回開催した。さらに今年度も、小・中・高の連携と一貫性のある支援を求めて縦割りのテーマ

別研修グループを作り、実践の紹介や検討、意見交換をすることにした。  

２２２２    全体研修の実際全体研修の実際全体研修の実際全体研修の実際 

（１）講演会の開催 

【地域公開講座】 

ア ８月１日（水）14:00～16:00  ８８名参加 

『 特別支援学校での進路指導 』 講師 高等部 村上雄一教諭    

 イ ８月２２日（水）10:00～12:00  ８３名参加 

     『 見えにくい子の理解と支援 』講師 山口県立下関南総合支援学校 品川竜典教諭  

【校内講演会・研修会】                            

 ア ７月２３日（月） 

    講義・研修会 ｢情報端末を使った授業について｣ 

講師：山口県立下関南総合支援学校 原田学教諭 

イ １０月１０日（水） 

    講話・模擬体験「飲酒運転の怖さについて」 

講師：山口県警察柳井警察署 交通課長 広中勝様 

ウ １１月２１日（水） 

    人権研修会「ハンセン病問題の歴史・現状・これから～岡山県の 2 つの国立療養所を訪問して～」 

   講師：高等部 山中美樹教諭 

エ ２月１３日（水）                 

教育講演会「 ことばの発達を促す支援について 」  

講師：言語聴覚士 古谷充先生 
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（２）その他の研修 

 ア 研修講座・実技等研修会 

  ○７月２４日（火）２５日（水） 9:00～12:00 13:30～16:30 

  内容 『救急法（心肺蘇生法など）講習会』  講師 光地区消防組合消防本部 

 ○８月３日（金）14:00～16:00 

  内容 『摂食指導の基礎講座』 講師 光中央病院 理学療法士 一色一美先生 

○８月９日（木）１０日（金） 9:00～12:00     

 ８月２７日（月）２８日（火） 9:00～12:00 

  内容 『ＡＦＰＹの基礎講座』  講師 中学部 國近博志教諭 

  ○８月９日（木） 9:30～11:00 

  内容 『健康づくりのための運動について～体力チェックとエクササイズガイド』  

   講師  柳井健康福祉センター 地域保健班主任 矢野啓子様  

    ○８月２１日（火）13:30～15:00   

内容 『ＷＩＳＣ－Ⅲ 心理検査の読み取りと活用』    

講師  ふれあい教育センター 研修指導主事 長安康憲先生 

イ 授業公開      

   【校内】・１年間を通じて学部の枠を超えて授業参観   

   【外部】・７月２日（月）～７月６日（金）までの１週間を設定（全学部）  

           ・９月２１日（金）公開授業（高等部）作業学習  

ウ 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の相談員の白井孝典先生による研修会並びに事例検討会 

    ６月２６日（水） ７月１９日（木） １０月１２日（火） １２月３日（月）  

１２月１８日（火）２月７日（木）  ９:00～16:00  授業参観 事例相談など   

 エ 施設・事業所見学会  

   進路や卒業後に必要な学校での支援を考えるために、施設や事業所を訪問、見学する機

会を８月１０日（金）にもった。いずれも、卒業生の様子を見させていただいたり、担当

の方々と懇談したりして有意義な研修になった。  

オ 綱紀保持についての研修  

   教職員の違法行為や全体の奉仕者としてふさわしくない非違行為等の防止を図り、県民

の教育に対する信頼を確保することを目的に、綱紀保持についての研修を行った。飲酒運

転での交通事故・交通法規違反や体罰、わいせつ行為やセクシャル・ハラスメント、情報

管理等の綱紀保持について、懲戒処分の指針もあわせて実施し、研修を深めた。 

 カ 学校学園連絡会  （社会福祉法人城南学園との連絡会）年間６回 

    現在城南学園生３名、「日中一時支援事業」利用者４８名、その他長期休業中だけの利

用者やショートステイでの宿泊利用者がいる。計画に沿って年間６回の二者懇談を行った。

延べ１７回の懇談を実施し、児童生徒の情報交換をして共通理解を図った。 

３３３３     部別研修部別研修部別研修部別研修のののの取取取取りりりり組組組組みテーマみテーマみテーマみテーマ 

（1）小学部  『将来像を見据えて、いま取り組む支援について』 

（2）中学部  『生徒の一人ひとりが生き生きと輝く自立活動の実践』 

（3）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』 

（4）高等部訪問教育『生徒の実態に応じた授業を実践するための効果的な教材の開発研究』 

（5）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』 
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自閉症および発達障害のある児童生徒の効果的な指導方法の研究 

 

山口県立徳山施総合支援学校 

 

 

１ 研究主題について 

本校では、昨年度から文科省の委託事業「特別支援教育に関する教育課程の編成等につい

ての実践研究」で「関係機関と連携した、自閉症の特性に応じた教育課程の編成と効果的な

指導や支援の在り方」に取り組んでいる。研究のポイントについては、以下の通りである。 

○自閉症のない児童生徒と自閉症のある児童生徒の教育課程の違いを整理 

○学校の特色を生かした知的障害のある自閉症の児童生徒への効果的な指導内容・方法等

の検討 

○外部専門家や小・中学校特別支援学級及び PTA や親の会等との連携・協力体制による障

害の多様化に対応した指導や支援の充実 

○キャリア教育の視点を踏まえた一貫性のある教育課程の編成 

今年度は、昨年度の小中高縦割りのグループによる教科・領域別の研修体制を学部ごとに

切り替え、１年次の研修成果を実践の中で更に検証・深化させた。そしてそのなかで各学部

が自閉症の教育課程をどのように捉えているのかを再整理し、キャリア教育の見地も踏まえ

て学校としての見解をまとめた。 

 

 

２ 今年度の研修内容 

取組の柱 取組の項目・内容 

① 自 閉 症 の

あ る 児 童 生

徒 の 教 育 課

程 に つ い て

の 見 解 の 整

理  

 

② 知 的 障 害

の あ る 自 閉

症 の 児 童 生

徒 へ の 効 果

的 な 指 導 内

容・方法等の

検討 

  

 

 

 

 

 

◎教育課程の改善研究 

○自閉症の特性に応じた教育課程の捉えの検討（各学部） 

 

 

 

 

◎研修体制の再構築及び充実 

○推進委員会の開催（年間７回） 

○１年次の研究を元にした各学部での実践 

 ・小学部…生活単元学習、音楽科を中心に 

      キーワード「主体性」「達成感」 

 ・中学部…生活単元学習を中心に 

      キーワード「見通しを立てる」「集団の中で個を活かす」  

 ・高等部…作業学習を中心に 

キーワード「卒業後を見据えた授業作り」 

○研修講演会の開催（各学部１回以上、全体６回） 

○研修報告会の実施 

○先進校視察・講習会参加 

 ・筑波大学附属大塚特別支援学校 

 ・東京都立羽村特別支援学校 
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３ 研修の成果と今後の課題 

 研究の評価にあたり、『学校全体で自閉症教育に取り組むためのチェックリスト(出典：国立

特別支援教育総合研究所)』を使用し、本校教員を対象にしたアンケートを、研究をスタートさ

せた２３年度１学期と今年度の２学期末の２回実施した。その結果、自閉症教育に対する「指

導内容・方法」のシート、教育課程や関係機関連携の項目が並ぶ「学校マネジメント」のシー

トともに、ほとんどの項目で向上が見られた。これは、一人一人の児童生徒の特性の把握やつ

けさせたい力を明確にした授業づくりや教員が障害特性や指導方法について学び、実践できる

ような体制づくりができてきたからではないだろうか。 

今後の課題としては、向上しているもののポイントの低い項目、「学部間の一貫性」や「授業

準備時間の確保」などについて、より良いものを目指すことが必要であると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 外 部 専 門

家 や 関 係 機

関 と の 連

携・協力体制

に よ る 指

導・支援の充

実  

 

 ・「SCERTS モデル」による自閉症への早期発達アセスメントと支援 

 

◎地域・関係機関との連携 

○地域の特別支援学級との連携（ケース会議開催）や地域人材活用 

○県内特別支援学校、地域の幼小中高等学校および保護者を対象とした講

演会の実施（年間５回）  

○授業研究協議会および授業公開の開催（年間のべ５回） 

○地域実践交換会の開催（年間１回） 

○研修内容の共有（事業だよりの発行…年間６回） 
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平成２４年度支部活動報告平成２４年度支部活動報告平成２４年度支部活動報告平成２４年度支部活動報告    

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

１ 本年度の重点目標   

◎ 研修グループによる授業研究を通して、授業改善に努め、授業力の向上を図る。 

◎ 研修会や外部専門家の活用により、自立活動を中心とした専門性の向上を図る。 

◎ 教材・教具、公開授業、研修会等の情報を発信し、情報の共有に努める。 

２ 研修テーマ        

「主体的に取り組む児童生徒の育成をめざして ～児童生徒の思いを受けとめて～」 

３ 研修テーマ設定の理由について 

本校の学校教育目標にもある「たくましく生きようとする力の育成」をさらに具現化するた

めに、「主体的に取り組む児童生徒の育成をめざして」を本年度の研修テーマにすることにした。 

 「主体的に取り組む」児童生徒の具体像を考えたとき、児童生徒が自分から行動を起こして、

自分の思いを豊かに表現する姿などが思い浮かんでくる。児童生徒は主体的に取り組む中で、

喜びや達成感を感じるであろう。その喜びや達成感を一つ一つ積み重ねていくことで、児童生

徒は自信をもち、それが将来の生きる力に結びついていくであろう。 

 主体的に取り組む児童生徒を育てるためには、私たち教師は、日々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とめ、一人ひとりの困り感に寄り添った適切な支援を行う

ことが大切であると考える。しかし、実際には児童生徒が主体的にやろうとする場面で手を貸

してしまったり、児童生徒の要求とは異なる支援を行ったりするなど、必要な支援が行われな

いことがあると考える。そのような中で、児童生徒の主体性を引き出そうとしても、真の意味

では、児童生徒の困り感に立った支援を行っているとは言えないのではないだろうか。 

 そこで、本年度の研修では、共通のテーマとして、一人ひとりの児童生徒の思いをしっかり

と受けとめながら、児童生徒の主体性を大切にした支援について考えていきたいと思う。 

 

４ 研修方法について 

（１）学部ごとにグループ（生活、学習、教科別など）を編成し、それぞれの研修課題を決め

て校内研修日、あるいは授業実践を通して研修を深める。（Ｐ→Ｄ→Ｃ→Ａに基づいて） 

（２）学期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。 

 

５ 研修の進め方について 

（１） １学期・・・実態把握 （２）２学期・・・実践研究 （３）３学期・・・まとめ   

６ 研修のまとめについて 

（１）各グループの取組みを集録にまとめる。 

（２）２月に全グループによる研究報告会を行う。 

（３）研修集録を外部に公開する。 

７ 研修の成果・活動の歩み 

（１）グループ研修 

小学部、中学部、高等部の学部ごとに、生活グループや学習グループを単位とした研修グ

ループを編成した。日々接している子どもたちの事例やケースをグループ全員で検討しなが

ら、必要に応じてお互いに情報を共有し合った。各グループは授業研究や事例研究を実施し、

３学期には全校で研修報告会を実施して共通理解を図り、研修のまとめとして研修集録を作

成した。 
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（２）全体研修及びセンター研修会について 

  ※地域に対する授業公開については、７月４日（水）、１０月９日（火）の２回実施した。 

（３）専門家による参画  

  担任の希望を受けて、隣接する鼓ヶ浦整肢学園の訓練部のＯＴ、ＳＴ、ＰＴなどの専門家を招い 

て、自立活動の指導の授業において助言をいただく機会を設けた。摂食カウンセラーの中島千夏子

先生による摂食指導の相談会や講演という形での研修を８月に行った。なお、この相談会で受けた指

導助言については、１１月にＤＶＤ研修という形で、他の教員にも情報を提供することができた。 

（４）新着任者研修及び自主研修 

 

８ おわりに 

 本年度は授業改善をキーワードとして「主体的に取り組む児童生徒の育成をめざして」を中

心テーマとして、各グループでテーマを設けて授業実践を基軸に研修を深めたり、成果を共有

したりすることができた。また、自立活動の指導の充実を図るために、外部セラピストやカウ

ンセラーを計画的に招へいし、専門的な見地から授業を見直す機会がもつことができた。 

周南地域の特別支援教育センターとしての研修情報や授業公開の情報も積極的に発信するこ

とができた。夏季休業中に実施したセンター研修会については、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と思う。本年度の取組みを今後も継続して、専門性を高める研

修をめざしたい。 

期日・演題  講師名 参加状況 

７月２５日（水） 

「心豊かな生活をめざして」 

 

藤原 茂 先生 

（夢のみずうみ村施設長） 

本校      ６５名 

外部     ３０名 

合計 ９５名 

８月１日（水） 

「 子 ど も の ニ ー ズ に 応 じ た 教

材・教具の工夫」 

亀田 長治 先生 

（下関総合支援学校教諭） 

 

本校      ６３名 

外部     ４１名 

合計１０４名 

８月８日（月） 

「発達と環境－家族から子ども

をみる」 

加来 洋一 先生 

（山口県立こころの医療

センター副院長） 

本校      ７１名 

外部     ８２名 

        合計１５５名 

 期日・会場 研修事項 講師及び担当分掌等 

①   
４月１１日（月） 

１２：５０～１５：２５  

医療的ケアについて 

（実技を含む） 
保体部 

②   
４月１５日（金）    

１５：３０～１６：３０  

摂食指導について 

（実技を含む） 

鼓ヶ浦子ども医療福祉セ

ンター２病棟看護師長 

③   
４月２１日（木） 

１６：２０～１６：５５  

本校教育課程について 

情報モラルについて 
教務部、情報部 

④   
５月 ２日（月） 

１５：３０～１６：５５  

自立活動の指導及び温水プー

ル指導について  
研修部 

⑤ 
５月１０日（火） 

１６：２０～１６：５５  

からだ・安全面での配慮につ

いて 

鼓ヶ浦整肢学園総合支援

センターＰＴ 

⑥ 
７月２１日（木） 

１０：５０～１１：３０  

支援センターの役割と地域支

援の現状について 
地域コーディネーター 
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児童生徒の特別な教育的ニーズに対する 

適切な指導や支援のあり方を求めて 

 

                                              山口県立防府総合支援学校 

 

 

１ 研究課題について 

総合支援学校では、全ての教職員が特別支援教育の理念や障害のある児童生徒への支援

等について研修を積み専門性を高めること、特別支援教育の土台である「個の教育的ニー

ズ」に応える指導の充実を図ることが重要である。本校においても、これまで以上に校内

の分掌や委員会、関係諸機関との連携を図りつつ、各分掌・委員会等企画研修、新着任者

研修、研修職員会等の研修に積極的に取り組んだ。 

 

２ 研修体系 

（１）校内グループ研修について  

  ア 教員のグループ研修 

○研修テーマ ：「教材・教具の作成及び有効的な活用を通して授業を考える」  

   ○研修期間  ：平成２３年度から２４年度までの２年間。  

   ○研修グループ：作成した教材・教具を、授業に直接生かせるグループを各学部内

で編成。  

  イ 舎務部の研修テーマ：「寄宿舎における生活指導や支援のあり方を探る」 

（２）その他の研修 

   ○新着任者研修・・新着任者を対象に、全８回の研修会を設定し実施。 

   ○各分掌・委員会等企画研修・・各分掌や委員会で企画された研修会。     

   ○研修職員会・・・グループ研修の成果や報告、県外研修者の報告。 

 

３ 研修の歩み 

 

（１） 研修の歩み  

ア 平成２３年度（１年次） 

教材・教具の作成及び教材・教具を活用した授業研究と検討  

イ 平成２４年度（２年次）  

 期 日      内    容  形 態   

5月21日  ・教材・教具等についての基本研修（本校教員）  全 体  

6月15日 

7月18日 

・教材・教具の作成  

    （各グループで教材・教具を共同作成）  

各学部  

各グループ  

7月24日  ・外部講師による講演会  

「自立と社会参加を実現する教育支援  

～キャリア教育の視点から考える～」  

講師：元愛媛大学教授  上岡一世 先生  

全 体  
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8月24日  

 

・教材・教具についての外部講師による講演会  

  「豊かな学びを支える支援グッズや支援機器の活用」  

     講師：山口総合支援学校   宮本 剛 先生  

全体   

 夏季休業中  ・教材・教具や授業内容に関するワークショップ  

  (本校の教員が講師となり、２～３時間程度の実習を行う）  

 「音の出る教材作成」、「動作法のすすめ」、「一字大書」  

 「手話の基礎講座」、「楽しい物作り」、「アスペ、境界性パー

ソナリティー障害、愛着障害の具体的改善法」、  

「 iPadを活用した授業」、「ジョブコーチ入門」  

希望者   

9月21日  

10月19日  

11月19日  

 

・教材・教具の作成及び教材・教具を活用した公開授業と検討 

（作成した教材・教具を活用して授業を実施、実践をもとに教

材・教具を改良） 

各学部  

各グループ  

1月29日  

 

・教材・教具の作成及び教材・教具を活用した公開授業と検討 

 

各学部 

各グループ 

3月21日  ・校内研修全体会  

    各グループの教材・教具の紹介、授業実践の報告、寄宿舎研修

の報告、県外研修者の復伝 

全 体 

   

４ まとめ 

（１）成果 

      年々、児童生徒の障害が多岐にわたるようになり、個々の生徒の実態に応じた指導の充

実が求められている中、全校の教職員で教材・教具の作成に取り組めたこと、更に、作成

した教材・教具を活用した授業実践と検討を行ったことは、授業の質の向上にもつなが

る成果を得ることができた。 

今後、年度末の校内研修全体会では、各グループの教材・教具の紹介と授業実践の報告

を行う予定である。全体会を通して、各グループの成果を全教職員で共有し、作成した

教材・教具をそのグループ内だけの活用に限らずより多くの児童生徒や活動場面で活用で

きるようしていきたい。  

（２）今後の課題 

   今後の研修活動においては、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ついて検討し、特別支援教育における教職員一人ひとりの専門性

の更なる向上に努めたいと考える。 

また、校内の教職員だけでなく、校外の特別支援教育関係者や近隣施設職員などの講演

会への参加が、年々増加している。今後もできるだけ関係者のニーズに応じた研修講座や

研修会を企画し、地域のセンター校的な役割を果たしていきたいと考えている。 
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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  ～ 

山口県立山口総合支援学校支部 

１ 研究テーマについて 

 本校では、授業実践の充実のために一昨年度から「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」のテーマのもと研究を進めてきた。一昨年度は「教材・教具」、昨

年度は「児童生徒が主体的に取り組む授業づくり」に焦点を当て授業実践に取り組んだ。教師

間で共通理解を図りながら授業づくりを進め、連携体制の構築につながったこと、授業づくり

を通して実践を評価・分析し、次の授業につなげるというサイクルを充実させたこと、教師の

専門性や指導力、授業力の向上を目指すことができたことが主な成果であった。  

また、昨年度から本校では、文部科学省委託事業特別支援教育総合推進事業として「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

ての研究を進めてきた。過去２年間の授業づくりの実践をベースにして、今年度はこの研究の

一環として「自立活動」に焦点を当てた校内研究に取り組んだ。 

研究の目的は以下の通りである。  

（１）児童生徒一人ひとりの自立活動の指導目標等の記述を比較検討して、自閉症のある児

童生徒とない児童生徒の学習内容及び支援の方法、留意事項の違いを導き出す。  

（２）自立活動の実践研究を行うとともに、自閉症と知的障害等に対する指導内容の妥当性

や指導方法の効果を学部等で検証することで、それぞれの障害特性に応じた教育課程の

基礎を構築する。  

 

２ 研究活動の概要  

（１）「自立活動の指導」の理解 

      各種講演会・研修会の開催、学習指導要領解説本の購入 

（２）「自立活動の個別の指導計画」の検討 

研修部中心に様式の検討、全校共通の様式の作成 

（３）「自立活動の個別の指導計画」の作成  

      一人一事例を基本に「自立活動の個別の指導計画」を作成 

（４） ケース検討会の実施 

学級をベースにした少人数のグループでケース検討会を実施 

（５） 授業実践   

自立活動をテーマにした授業づくりの実践、自立活動の個別の指導計

画を基に学習指導案を作成、公開授業の実施、授業をビデオカメラで

撮影 

（６） 授業検討会の実施（授業評価） 

専門家による指導助言 

ビデオ映像を見ながら指導内容・指導方法の検証 

（７） 授業検討会で得られた学びの整理・還元 

研究推進だよりの活用 

（８） 研究のまとめ  

教職員アンケートの実施、研究報告会の実施、研究冊子の作成 
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３ 研修活動の概要 

（１）講演会 

   ア  ７月 『発達障害の理解と支援』 

         【講師】  西川医院副医院長 西川浩子 先生 

   イ  ８月 『自閉症の特性と教育のあり方～キャリア教育の視点から考える～』 

         【講師】元愛媛大学教育学部教授 上岡一世 先生 

    ウ １０月 『知的障害を伴う自閉症児の授業づくり』  

【講師】筑波大学教育学部教授 川間健之助 先生 

   エ １２月 『自閉症のある児童生徒の発達的理解について』  

         【講師】龍谷大学社会学部教授 白石正久 先生  

本校教職員はもとより、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 『児童生徒の健康面について・本校の給食について』  

【講師】本校養護教諭、栄養士 

   イ 『学校安全・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について』 

【講師】本校教務部長、各学部教務主任 

エ 『進路指導の在り方』 

【講師】本校進路指導部長  

   オ 『人権教育の基礎～新資料にもとづいて～』  

     【講師】県教育委員会指導主事 嬉 康明 先生 

   カ 『自閉症の人が見ている世界～自閉症の人を正しく理解する～』（ＤＶＤ視聴による研修） 

   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、多くの研修会を実施した。  

 

４ まとめと今後の課題   

 今年度の研究では、対象児童生徒の「自立活動の個別の指導計画」を共通の様式で作成して

ケース検討会を行ったことで、「自立活動の指導」への理解が深まった。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。また、ケース検討会や「自立活動」に焦点を当てた授業づくり、様々な研修会を通

して、特別支援教育に関する理解が高まり、教職員の専門性の向上を図ることができた。 

 本年度の研究を通して「自立活動の指導」への理解は深まりつつあるが、更なる専門性の向

上を目指した研修活動の充実が必要である。「自立活動の個別の指導計画」は、児童生徒の実

態把握や目標設定、支援の手立て等を明確にする上で有効であるという手応えを得たが、実際

の指導場面への活用・結びつきという面で難しさが残る。今後は、いかに実際の指導場面に反

映し実践していくか、さらに検討・追求が必要である。 

 研修活動については、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 

～一人一人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 

 

    

１１１１    研究主題について研究主題について研究主題について研究主題について 

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、多様な教育的ニーズのある児童生徒の実態を正確に把握し、支援の内容を設定し

ていかなくてはならない。そのような考え方から、副主題を「一人一人の教育的ニーズに

応える取組」とした。 

 

２２２２    研究の経緯と本年度の研究について研究の経緯と本年度の研究について研究の経緯と本年度の研究について研究の経緯と本年度の研究について    

 

（１）研究の経緯研究の経緯研究の経緯研究の経緯 

２０年度は１８・１９年度の「総合支援学校体制整備モデル事業」の中で作成した「学習

内容表」をさらに検討し、学習内容の系統化に取り組む一方、外部専門家を招へいして授業

研究や事例検討を行った。 

２１年度からは各学部に基盤をおき、児童生徒の実態を見極め、適切な支援ができるよう

に、身近な課題解決を図りながら、直接児童生徒の指導に生かせる実践研究に取り組んでき

た。 

昨年度も具体的な学習場面に直結した実践的な研修を行った。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。 

こうした取組を通じ、学習を展開する上で重要な視点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）本年度の研究本年度の研究本年度の研究本年度の研究 

本校は２０年度に『知的障害養護学校』から、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、多様な教育的ニーズのあ

る児童生徒を迎えている。また、地域の特別支援センターとしての機能を担うため教職員の

専門性の向上と実践的指導力（授業力）の向上がもとめられている。 

このため、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

性の向上をめざし、研究を行うことが今まで以上に重要になってきた。 

本年度もこれまでの取り組みを基として引き続き、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。そのため、教職員個々の取り組み

たい研究課題別の小グループを編成し、授業にいかせる研究に取り組みたいと考える。 

そして、報告会や「研究集録（研究のまとめ）」を通してそれぞれの研修成果を学校全体で

共有することで、組織としての専門性の向上に努めたい。 
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３３３３    研究課題と内容研究課題と内容研究課題と内容研究課題と内容 

（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）授業を通して研究を行う。 

    ① 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 

② 障害種別に関わるもの   

・ 自閉症の指導について    ・ 肢体不自由児の指導について 

・ 産業科の指導について    ・ 聴覚障害について 

 ③ 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）  

４４４４    研究の進め方研究の進め方研究の進め方研究の進め方 

 （１） 各学部ごと、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 回の研修職員会の日や毎週月曜日をグループ研修の日とする。 

  ① 各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（１０／２４） 研究報告会（３／１３）を行う。 

    

５５５５    研究のまとめ研究のまとめ研究のまとめ研究のまとめ 

   今年度も学部別にグループを編成して研修を行った。昨年度の研究を継続し、さらに深

めていくグループや、新たなテーマに取り組むグループなどさまざまであった。喫緊の課題

に熱心に取り組んでいる様子が各グループの実践のまとめから読み取ることができた。 

個人ではなく、複数で研修をすすめる(協働する)こと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。 

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ことができた。課題に沿った授業の実施や

教材開発などにより日頃の授業に直結した実践的な研修ができたようである。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。 

  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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「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 

１１１１    研修主題及び主題設定の理由研修主題及び主題設定の理由研修主題及び主題設定の理由研修主題及び主題設定の理由 

  (1) 小学部 「児童の実態に応じた指導・支援の充実をめざして」  

小学部では、昨年度より実態把握表や支援シートを作成し、小学部全教員が授業研究を

行うことによって、児童の実態に応じた児童・支援の充実を図る取組をすることができた。 

しかし、実態把握表や支援シートの活用方法等については、さらに検討が必要であり、

自立活動や生活単元学習については、学習目標や内容についての検証を引き続き行うこと

が必要である。 

そこで、今年度は、昨年度の研修の成果を踏まえつつ、実態把握表や支援シートの改善

を行いながら、さらなる実態把握やそれを生かした指導・支援の充実に力を入れていきた

いと考えている。また、引き続き授業研究や事例検討会を積極的に行いながら、指導方法

や形態、指導内容についても研修を深めていきたいと考えながら取り組んだ。 

  (2) 中学部 「一人ひとりの生徒の実態に応じた支援について」 

    中学部では、昨年度までの成果として、「集団適応」においては、生徒の実態をふまえて

「交流及び共同学習」を実施することなどを通して、生徒の集団適応能力の向上を図るこ

とができた。また、「学習支援」においては、学習手順の明確化、重要事項の反復学習等、

指導方法の工夫を通して学習成果を上げることができた。しかし、課題設定や支援の在り

方、学習方法や学習内容が生徒の実態に合っていなかったことが反省の一つとしてあげら

れる。これらの課題をクリアしていくためには、さらに個々の生徒の特性や実態を的確に

把握していくことや、支援の在り方についての適切な評価を行っていくことが求められる。 

   ２年計画の２年次にあたる本年度は、昨年度の研修成果を生かしつつ、課題をふまえて、

授業研究や検討会等を実施することにより、指導方法や内容等についての共通理解を図る

こと、発達検査や観察等によって、生徒の実態把握をさらに深めていくことを中心に学部

研修を進めた。 

  (3) 高等部 「生徒が主体的に活動できる支援のあり方について」  

   高等部では、義務教育を終えた生徒が、様々な病気や障害を克服し社会自立を目指すこと

を目的に入学してきている。しかし、生徒の多くは将来への不安を持っている。さらに、

家族と離れての入院生活や寄宿舎生活からくるストレスを抱えたり、発達障害を併せ有す

る生徒のコミュニケーションを含めた人間関係作りの不器用さがあったり、自分の力を発

揮できないままに不登校傾向にある生徒も多い。自己肯定感や前向きに生きる意欲が低下

している状況が見受けられ、日常生活の中で生きにくさも本人達が感じているのは否定で

きない現状である。生徒が心身共に元気になり、自己肯定感の向上やソーシャルスキルの

向上を目指し、自立に向けて前向きに生きる力を育てていかなければならないと考える。 

そのために今年度は、一人ひとりの生徒の実態に応じた将来の自立と社会参加に向けて、

主体的に活動していく力を身につける支援を実践(授業)を通して考えていきたい。客観的な

実態把握のもと、根拠のある目標設定、学習内容等の検討をグループ内で行うとともに、

研究授業により実践・評価・改善を進めた。 

  (4) 寄宿舎 「一人ひとりの実態に応じた生活支援のあり方について」 

 寄宿舎では、近年舎生数の減少がみられ、今年度は高等部３名で新年度を迎えることに

なった。それぞれが自立や社会参加が難しく、様々な課題を抱えており、特別な配慮と支

援が求められているのが実状である。これまでも、社会に適応できる力を育てるための支

援を行ってきたが、改めて、一人ひとりのニーズを見直し、実態に応じたよりきめ細やか

な指導や支援ができるような取組を進めた。 
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２２２２    研修内容および研修方針研修内容および研修方針研修内容および研修方針研修内容および研修方針 

 (1) 小学部グループ研修  

 ア 実態把握・指導の計画にかかわるもの 

   ➩ 実態把握表の作成・支援シートの改善と活用、自立活動計画の作成など 

 イ 学習指導にかかわるもの 

  ➩ 授業研究・事例検討会、教材教具の開発、指導方法の検討など  

 ウ 自立や社会参加に向けた取組にかかわるもの 

    ➩ 実態に応じた積極的な交流及び共同学習の推進、相互交流や相互理解の推進など  

 (2) 中学部グループ研修  

ア 学習指導に関わるもの 

個の実態に応じた指導計画の検討、基礎的・基本的事項の定着を目指した学習内容の

設定及び精選等を、授業研究や検討会等によって深める。 

イ 生徒の自立や社会参加に向けた取り組みに関わるもの 

職場体験学習、交流及び共同学習、校内における他学部との積極的な交流等により、

自立や社会参加に向けた取り組みを深める。 

ウ 生徒の実態把握に関わるもの 

   個別の指導計画、個別の教育支援計画、発達検査や観察等を充実させることにより、

生徒の実態把握をさらに深める。 

 (3) 高等部グループ研修  

ア 以下の４グループのいずれかに所属し、研修を進める。 

①学習指導に関わるもの ・・・・・ 教科指導グループ 

②学習指導に関わるもの ・・・・・ 領域・教科を合わせた指導グループ 

③自立活動に関わるもの ・・・・・ 自立活動グループ 

④自立や社会参加に関わるもの ・・ キャリア教育グループ 

イ 病気や発達障害を含む様々な障害の理解やその支援について理解を深める。 

ウ 事例検討会を開き、実態把握、目標設定、指導支援の実践(授業)、評価・改善を行う。 

エ 高等部全員の共通理解を図り、各教員の指導力や学部全体の実践力を高める。 

  (4) 寄宿舎グループ研修  

ア 舎生一人ひとりの問題点を整理し、指導の方法の見直し、検討を行う。 

イ 個々の障害に対する理解を深め、指導員全員が共通理解を図りながら実践し、検討を

重ねることで、より効果的な指導方法を見出していく。 

 ウ 学部や家庭、関係機関との連携を深め、指導の充実を図る。 

３３３３    研修方法研修方法研修方法研修方法  

  ・全教員・寄宿舎指導員が共通理解を図りながら、研修を進める。  

  ・様々な障害に対応できるよう教員の専門性を高める。 

 ・児童生徒一人ひとりの学習や生活の状況をもとにした、実践的、累積的な研修を進める。 

・授業実践を通して研修主題を追究し、指導力の向上に努める。 

４４４４    まとめまとめまとめまとめ 

児童生徒の実態は一人ひとり異なり、障害も多様化・重複化しているため、研修主題はあ

えて障害種を限定せず、一人ひとりの教育的ニーズを的確に把握しながら、支援の在り方を

考えていくことにした。具体的には、適切な実態把握の方法、社会の中で自立して生きてい

く生活力を育てるための指導・支援の在り方、実社会で活用できる社会性の育成、一人ひと

りの児童生徒に応じた学習支援等について研修を深め一定の成果を得ることができた。 
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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 

 特別支援教育においては将来を見据えた一貫した指導支援を行う必要があるが、指導支の基

盤となる教育課程が、学部間において十分に連携されたものとなっていないため、本として一

貫した指導支援体制を構築するには特別な手だてが求められていると考えた。そで本年度から

は、教科領域のグループによる研修とし、1 年目は本校教育活動の全体計画明らかにし、児童

生徒の発達に対応した類型を設置すること、類型ごとに領域別に発達に応じた学習内容を整理

することを研修の柱とした。さらに、本校のセンター業務の一環である「特別支援教育研修会」、

人権教育研修を兼ねた「研修講演会」、夏季休業中に希望者でグープを編成して実施する「自

主研修視察」等、さまざまな場で全教職員が専門性の向上にめ、児童生徒一人ひとりの実態を

より確かに把握し、それぞれの発達や障害特性に応じた導・支援のあり方を探求している。 

 

２ 研修の歩み 

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

学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握に大きな役割を果たして

いる。本年度は教科領域部会を新設し、学習内容表の作成取り組んだ。 

     【教科】国語 数学・算数 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 作業学習 

 

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

本本校では学部を越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１０講座を６回に分けて

実施した。昨年の反省から、③の校内コンピュータシステム電子県庁へのアクセス、情報モラ

ルの研修は、急務であることから早い時期に実施した。 
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講座内容（担当） 

 ①特別支援学校新着任者用研修テキストの活用（校長・教頭） 

 ②起案・供覧用紙の書式、電子文書システム、危機管理（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、個人情報管理（支援課） 

 ⑦手遊び歌の実技研修、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た研修を企画運営

した。（第１回 4 月 5 日、第２回 4 月 13 日、第 3 回 7 月 24 日実施）  

 

（５） 研修講演会 

 人権教育の推進、共生社会に向けての見識を拡げることを目的に、これまで逆境のを生きて

こられた講師の方を迎え、本校教職員、本校児童生徒の保護者、地域の小中の教職員、地域の

福祉施設職員等を対象とした講演会を開催した。 

研修講演会の概要 

 日時：平成２４年７月２５日（水）10:00～12:00 

 目的：逆境の中を生きてこられた講師の方がこれまでの人生で感じ学んでこられたメッセー

ジと、描いてこられた鬼の絵に込められた思いを聴くことにより、共生社会に向けての見識を

広げ、人権教育に対する意識を高める。 

 演題：「言葉のちから ～支え合って生きる～」 

 講師：鬼の絵作家（画家）しの武 さん  （下関長府｢おにの家｣） 

 

（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、「萩内」、「長門方面」、

「萩東方面」、｢山口方面｣、｢広島方面｣、｢島根方面｣の６グループ編成して視察し、その成果

を報告した。 

 

３ おわりに 

 本年度は教科領域部会を新設し、児童生徒の発達に対応した類型領域ごとに学習内容を理す

ることを研修の柱として取り組んできた。1 年目というここともあり、各グループのえ方や整

理の仕方は様々であるが、学習内容表をつくる課程において、文献に学びながら自の実践を見

直し整理してきたことは、学習内容表の作成以上に重要なことであると考える来年度は、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な研修を積んでいき

たい。 
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「人とかかわる力」を育てる授業づくり（２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。昨

年度より、自分の思いを表現したり、人から言われたことを理解したりする「人とかかわる力」

に弱さがあるという本校の児童生徒の実態から、「人とかかわる力」を育てる授業づくりという

テーマを設けた。今年度は「人とかかわる力」を育てる支援の在り方という副題のもと、人と

かかわりのプロセス（図１）における、児童生徒の「①かかわりたいという思い」「②表出」「⑤

受容」へ焦点を当てて支援の方法を、実践事例を基にして検討を行うこととした。 

 

 

２ 本年度の活動の成果 

（１） 「かかわりたいという思い」「表出」「受容」への支援の在り方について 

本年度は、「かかわりたいという思い」「表出」「受容」の三点について支援のポイント

をまとめた。 

アアアア    「かかわりたいという思い」への支援のポイント「かかわりたいという思い」への支援のポイント「かかわりたいという思い」への支援のポイント「かかわりたいという思い」への支援のポイント    

○ 具体的な「人・もの・こと」を設定する 

○ 思いを出しやすい場を設定する 

○ 人とかかわることに対する安心感を高める 

本年度は表出しやすく、相手に受け入れてもらいやすい「人・もの・こと」を設定

することでかかわりたい思いを高めようと考えた。その「人・もの・こと」をより具

体的にすることや、支援者が児童生徒の思いを表しやすい「場」を設定していること

が「思い」をしっかりと表すための支援であると考える。児童生徒の人とかかわる不

安感を消したり軽減したりする支援を行うことで、より人と「かかわりたいという思

い」を膨らませることができると考える。 

イイイイ    「表出」への支援のポイント「表出」への支援のポイント「表出」への支援のポイント「表出」への支援のポイント    

○児童生徒の身体面、認知面、知的な側面の実態から「表出」しやすい手段を探る 

○定型から応用につなげる 

○自分の「表出」を自己評価や他者評価をすることでより高次なものへと導く 

図１ 人とのかかわりのプロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

①でかかわりたい思いをもち、 

②～⑤のプロセスを円滑に循

環させることで、⑥他者との共

感や信頼が深まる。 

① かかわりたいという思いをもつ 

 

② 思いを表出する 

       

③ 相手が受容する 

       

④ 相手が表出をする  

       

⑤ 相手の表出を受容する  

 

⑥ 互いのやり取りに共感しなが

ら、信頼関係をつくる  
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児童生徒は自分の要求や報告事項を支援者に対して伝える際に、様々な手段を使う。

それらも児童生徒の実態に応じたものでないと表出は困難である。どんな支援が良い

のか探り当てることも支援の一つである。また、児童生徒によっては、定型から応用

に移る手順が有効の場合もあることがわかった。ある程度表出ができるようになった

ら、自己評価や他者評価により、自分の行動を振り返ることも有効な手段である。 

ウウウウ    「受容」への支援のポイント「受容」への支援のポイント「受容」への支援のポイント「受容」への支援のポイント    

○児童生徒がより的確に「受容」できるための伝え方 

○やり取りの中で折り合いの付け方 

○「受容」後の「表出」に対する称賛 

支援者は、児童生徒が的確に受容できるような表出を工夫したり「待つ支援」をした

りする必要もあると考える。また、やり取りの中で、支援者はわかりやすい活動の用意

や、活動量の調整も必要である。児童生徒が「受容」後の「表出」について、「わかって

もらえた」という思いをもてるためには、称賛という支援が非常に大事である。 

エエエエ    「かかわりたいという思い」「表出」「受容」を包「かかわりたいという思い」「表出」「受容」を包「かかわりたいという思い」「表出」「受容」を包「かかわりたいという思い」「表出」「受容」を包括的に支援する必要性括的に支援する必要性括的に支援する必要性括的に支援する必要性    

本年度、「かかわりたいという思い」  「表

出」「受容」の３点について支援の在り方の検討

を行ってきた。三つの要素は互いに関係してい

るので、一つの要素に支援を行いつつも、他の

要素にも支援を行っていくことが必要であるこ

とがわかった。三つの要素は包括的に支援を行

っていく必要があり、今後はそうした支援の枠

組みについても検討が必要である。 

 

（２） 支援者の立場による支援の在り方について 

アアアア    かかわる相手としての支援者に求められることかかわる相手としての支援者に求められることかかわる相手としての支援者に求められることかかわる相手としての支援者に求められること     

かかわる相手として「かかわりたいという思い」「表出」「受容」に対してアプローチ

していくためには、詳細に実態把握と、実態に応じた支援を行うために提供できる支援

の選択肢を多く用意と、児童生徒と支援者間の関係をよくしていくことが大事である。 

イイイイ    仲立ち役としての支援者に求められること仲立ち役としての支援者に求められること仲立ち役としての支援者に求められること仲立ち役としての支援者に求められること     

①のことに加え、児童生徒がかかわっている相手についても実態把握は必要である。

また、話題がずれてしまわないような調整や、徐々に支援を減らしていくという支援も

必要になってくる。最終的にはかかわる当事者同士でサポートしあうことを目指したい。 

 

３ 今後の課題 ―支援を授業づくりへとつなげるために― 

（１） 安心感のある「人とのかかわり」 

人とかかわる力を育てる基盤となるのは、かかわる相手との信頼関係である。児童生

徒が相手と安心してかかわるための方略を多く見出していきたい。 

（２） 授業の形態と支援者間の情報の共有化 

支援者同士が児童生徒への支援に関して情報の共有を行うことは大事である。 

（３） 「支援のフェイディング」について 

支援者は支援の量などを減らしたり、次のステップに進むための新たな支援を提示し

たりする「支援のフェイディング」の計画の在り方について今後も検討が必要である。 

三
つ
の
要
素
を

一
つ
に
く
く
っ
て

支
援
を
行
う
と
い
う
、
包
括
的
な

支
援
の
枠
組
み
の
必
要
性

図２ 三つの要素に対する包括的な支援  
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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 研究主題への取み 

  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２２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 ７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２２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２４日 第２回研究集会：テーマ別分科会  

      １１月２６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』    ふれあい教育センター     長安 康憲 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』元周南市立勝間小学校         古谷  充  様  

             『早期対応』   梅光学院大学             伊藤 敦子 様  

             『構音指導』    長門市立俵山小学校        田中 隆司 様  

             『言語発達』    山陽小野田市立厚狭小学校  縄手 昌子 様  

             『難  聴』   山口県立山口南総合支援学校の先生方 

             『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：６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４２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２２日  

担当者  

基礎講座Ⅰ  

８月２４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、ＡＤＨＤ、

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二次障害として、適応障

害、不安障害、心身症等に陥り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２３年度事業報告及び決算報告 

      イ 平成２４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 研究協議 ～ 以下に示す４つの分科会に分かれて実施 

        研究協議のテーマ「発達障害の指導について」 

        Ａ  登校をしぶるＡさんの対応について 

         ア 友達関係から イ 授業内容や指導から ウ 家庭環境や大人との関係から 

 Ｂ  授業に集中できないＢ君の対応について 

         ア 授業内容や指導から イ 教室環境から ウ 周囲への影響から 

Ｃ 集団のルールが守れないＣさんの対応について 

      ア 友達関係から  イ 原因から  ウ ルールの指導から 

Ｄ 発達障害と思われるＤ君を支援していく方法について 

      ア 保護者との連携から イ 病院との連携から ウ 関係機関との連携から  

イ 各分科会の報告 

     ウ 指導助言      言語聴覚士  臨床発達心理士  川 間 弘 子 先生 

   エ 講演会 

             演 題 「発達障害の子どもへの支援について」 

                 講師  山口発達臨床支援センター  理事長 川 間 弘 子 先生  

    

３ 研究のまとめ 

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２０名を超える多数の参加者があった。 

分科会の研究協議では、ワークシートを使い模擬事例を提示し、その課題について参加者

で討論した。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

意見交換が行われ、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。 

    



97 

 

あ と が き 

 

この１０年来、文部科学省の調査によると、特別支援学校、特別支援学級に在籍する児童生徒の数は

増え続けています。特に小中学校の特別支援学級の在籍数は、急激な増加曲線を示しています。山口県

でも、特別支援教育推進室作成の「山口県特別支援教育資料」によると、特別支援学校、特別支援学級

に在籍する児童生徒数は 

特別支援学校小学部 （平成２２年度…  ４０３名 → ２４年度…  ４２６名） 

特別支援学校中学部 （平成２２年度…  ３６８名 → ２４年度…  ４１７名） 

小学校の特別支援学級（平成２２年度…１，２４９名 → ２４年度…１，３３３名） 

中学校の特別支援学級（平成２２年度…  ５１９名 → ２４年度…  ５７７名） 

このように増加しています。また、通級指導教室へ通う児童生徒数も、 

 小学校（平成２２年度…９９３名 → ２４年度…１，１６０名） 

 中学校（平成２２年度…１１２名 → ２４年度…  １４１名） 

このような結果となっており、来年度はさらに増加することが予想されます。 

さらに、昨年文部科学省が１０年ぶりに行った調査結果では、通常学級に発達障害の可能性のある児

童生徒が６.５％の割合で在籍していると公表されました。 

上記の調査結果からも明らかですが、学校教育における特別支援教育の占める割合と重要性は年々増

すばかりです。もちろん、量的な負担だけでなく、個に応じた指導や支援という質的な充実も、終わり

のない課題です。学校現場で日々子どもたちと向き合い、地道に取り組んでいらっしゃる山口県特別支

援教育研究連盟の会員の皆様に敬意を表します。 

本連盟は今年度も、事務局や会員の皆様の多大なる御尽力の下、各地区研修部会及び障害部会の活動

報告、実践記録をまとめることができました。県内の特別支援教育に係わる全ての教職員にとって、毎

日の教育実践に役立つ豊かな内容となりました。執筆者をはじめ関係の方々、本当にありがとうござい

ました。来年度も引き続いて、御支援、御協力くださいますようお願いします。 

最後に、本連盟に対し温かい御理解と御指導をいただいております山口県教育委員会に衷心より御礼

申し上げます。会員の皆様の御健勝と、山口県の特別支援教育の更なる充実を祈念して、終わりの言葉

とします。 

 

 

平成２５年３月 

山口県特別支援教育研究連盟  

副会長  山 中 正 巳  

（上関町立上関中学校校長） 


