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課題研究最終報告

個々の特性を活かした授業づくりの一考察

一個の支援から全体への指導・支援という視点に着目して一

A Study of Creating Lessons Which Utilize Individual Characteristics: 

Focusing on the View from Individual Guidance and Support to Overall Support 

1 . 問題関心

宮城麻里

Mari MIYAGI 

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻

平成 24年 7月，中央教育審議会初等中等教育分科会 (2012) は，「共生社会の形成に向けたインクル

ーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」の中で，「障害のある子どもと障害のな

い子どもが，できるだけ同じ場で共に学ぶことを目指すべきである」と示した。

一方，平成 30年度の特別支援学級在籍者数 (255,520人）は，特別支援教育がスタートした平成 19年

(113, 377人）から約 2倍に増加しており尻特別支援学級数も増加傾向にある。これは，特殊教育から

特別支援教育への転換により，発達障害を含めた特別な支援を必要とする子どもが特別支援教育の対象

に加わったことが大きな要因として考えられる。このようなわが国の通常教育について，田上・猪狩(2017)

は，「インクルーシブ教育と逆行するかのように，特別支援学校・学級の過大過密化が進行している」と

し，こうした現象について，「特別な教育的ニーズをもっ子どもの居場所がない通常の学校」の現状が背

最にあることを指摘している。さらに，河合 (2016)も「通常学校と特別支援学校の双方が自律して『子

どもに合った学校』を創出することが志向されなければならない」と述べている。これらは，通常学級

に発達障害の特性が強い子どもが高い割合で在籍するとされているにも関わらず，適切な支援が十分に

なされているとは言えない現状があることを意味している。通常学級が多様な子どもの居場所となるよ

う，支援が必要な子どもへの配慮を見直し，改善していく必要がある。

また，大谷 (2018) は，小・中・高等学校の各学習指導要領の改善の方向性を踏まえ，一人一人の子

どもの障害の状態や発達の段階に応じた指導・支援の璽要性について述べている。特に，小・中学校の

新学習指導要領が，「通常の学級においても，発達障害を含む障害のある子供が在籍している可能性があ

ることを前提に，すべての教科等において，一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導や支援が

できるよう障害種別の指導のエ夫のみならず，各教科等の学びの過程において考えられる困難さに対応

する指導の工夫の意図，手だての例を具体的に示した」ことを取り上げ，通常学級における特別支援教

育の充実や，全教科等における指導・支援のエ夫の必要性を強調している。

インクルーシブ教育システムの構築を目指し，通常学級において，発達障害の特性等を含めた特別な

教育的ニーズに対応するためには，学校生活の大部分を占める授業の充実を図り，個々の特性に着目し，

個に対する配慮を踏まえた学級全体への対応力を高めていくことが必要である。そうすることで，通常

学級が特別な教育的ニーズをもつ子どもを含めたすべての子どもの居場所となっていくと考える。

2. 目的

支援が必要な児童の特性理解のためのアセスメントを行い，個々の特性を踏まえた教材・教具及び手

立て（学習方法，学習環境等）を活かした授業をすることで，個別の支援が必要な児童を含めた学級全

体の児童の意欲的な授業参加と学習内容理解の促進につながることを示す。
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3. 研究内容

(1)支援が必要な子どもの特性・学級全体の様子についての理解

① 個々の特性理解

特性理解のためのアセスメントは，ア．チェックシート，イ．行動観察の記録，ウ．各検査結果，

工．個別の指導計画，の4方法で行った。チェックシートは，児童への対応の仕方を考える手順が

本研究と一致していること，様々な特性の児童に対応できること，使用方法の分かりやすさ等から，

井上・杉本 (2008) が作成した 97項目のチェックリストを使用した。

② 学級状況の把握

個々の実態を踏まえ，学級担任教諭と情報共有を密にしながら，学級全体の環境整備や人間関係

等の関連図を作成した。これをもとに学習場面でのつまずきを想定し，授業実践への活用を試みた。

(2)特別支援教育の視点を活かした授業づくり（学習方法，学習環境等）

インクルーシブ教育システムの構築を目指す動向を背景に，通常学級における教育実践としてユニ

バーサルデザイン（以下， UDとする）が提案されている。 UD教育は，「視覚や触覚に訴える環境設定

が準備され，児童同士の関係が支持的で間違いが許容される学級風士のなか，すべての児童が学びに

参加できる，多様な学び方への柔軟な対応や必要な学習活動に十分に取り組める授業デザインをめざ

す教育」（大須賀， 2016) と定義される。一方，片岡 (2015)は，「『UD教育＝特別支援教育』という誤

解」を指摘しており，田上ら (2017) も，「本来，特別支援教育で求められる，個のニーズに応じた追

加的な支援の必要性は，普逼化されたユニバーサルデザイン教育に解消されない」ことを留意すべき

としている。また，伊藤 (2016)は， UD教育を特別支援教育の専門性をベースに捉え，「特別な教育的

支援を要する子どもには『ないと困る』支援であり，可能な限りすべての子どもにとって『あると便

利』な支援を目指すこと」と定義している。授業づくりにおいて，伊藤
表1 支援方法（手立て）の分類

(2016)のような，個から捉え始める視点を軸に，指導・支援の技術・技

法等として UD教育研究の実践を参考にすることにも意義がある。
個

支援の内容

学習のつまずきへの支援-------------------------------------
社会性のつまずきへの支援

分類

I 

II 
そこで，本研究では，授業における支援方法（手立て）を，教師の働き

かけに関するチェックシート（東京都日野市公立小中学校全教師・教育委

員会 with小貫悟， 2010) から，授業のみで評価可能な，支援を必要とす

る児童を対象とした「個別的配慮」と，支援を必要とする児童を含め学級

全体を対象にした「授業における指導方法」を参考に分類した（表 1)。

また，授業づくりの土台に学級経営があり，それが児童の実態と指導・支

別 --------------------------------------------

援のあり方に大

きく影響するこ

とを視野に入れ

て授業をつくる

必要性も考慮し

た。授業実践の

形成的評価の際

にも，上記のチ

ェックシートに

自由記述欄を加

えたものを参観

シート（図 1)と

し使用した。
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4. 研究方法

(1) 対象

連携協力校である公立小学校第2学年 5学級 (148名）を対象にした。その中から， 2学級 (59名，

X・Y組とする）を取り上げた。個別の支援が必要な児蘊は，各学級担任教諭と共同で判断した。

(2)期間

授業実践は， 2018年 5~9月に行った。

(3)検証

① ビデオ分析

前述した授業づくりの視点でビデオ分析を行い，個別・学級全体の様子や変容（挙手・発言数や

書く活動に向かう様子等）から，授業における児童の実態に応じた支援の有効性（個別・学級全体）

を評価した。また，参観者による評価・コメント，児童のノート・ワークシート等と対応させた。

② 参観（評価）シート・ノート・ワークシート等の分析

筆者の実践を参硯した当該学級の担任教諭や連携協力校関係者に，参観（評価）シート（図 1)

を記入してもらった。具体的な評価の視点は，授菓中の手立てと関連づけた，本時や単元の目標の

達成具合，児童の授業参加の様子とその変容等である。また，児童のノートやワークシートからも，

授業における児童の実態に応じた支援の有効性（個別・学級全体）についての評価を行った。

5 研究実践

(1)行動観察等による実態把握と主な手立て

実態把握は，主に特性理解のためのチェックシートと行動観察，当該学級担任教諭との情報共有か

ら行った。個々や学級全体の実態をもとに，手立ての分類（表 1) に即して設定した授業における主

な手立てを表 2に示す。ここでの「個別的配慮」は，学級全体の指導・支援の中で可能な配慮とする。

表2 実態把握と主な手立て

学級全体の実態 個別の支援が必要な児童の実態 必要な手立て 授業における主な手立て

・意欲向上のき ・注意散漫 III・Vlll・IX II : 社会性のつまずきへの支援

悶つかけがある • 他児とのかかわりが苦手 II・IV・Vlll・IX III : 注意のつまずきへの支援

と集中できる。 ・自己コントロールが苦手 III・VI・VII・Vlll・IX・X N: 言葉のつまずきへの支援 的

．頑張りや意思 ・周囲の刺激に弱い III・VH・Vlll・IX・X V: 運動のつまずきへの支援 塁
X 

を認められた ・周囲の状況を気にする II・III・VI・IX VI: 情緒のつまずきへの支援
組

い児童が多い。 ・行動のメリハリをつけられない III・VI・VII・Vlll・IX・X vn: 時間の構造化

見・受容的で発言 ・認められたい（自己肯定感が低い） VI・Vlll・IX VIH : 情報伝達の工夫

しやすい環境 ．微細運動が苦手 V IX: 参加の促進 法
づくりが必要。 （対象児童： 5名） X: 内容の構造化

• 他者とかかわ ・注意散漫 III・Vlll・IX I : 学習のつまずきへの支援
個

る意欲が高い ・自已コントロールが苦手 III・VI・VH・Vlll・IX・X II : 社会性のつまずきへの支援 悶
児童が多い。 ・周囲の刺激に弱い III・Vll・Vlll・IX・X III : 注意のつまずきへの支援

・男子は意欲的 ・抽象的な言葉による理解が苦手 I・N・VIll・IX・X N: 言葉のつまずきへの支援 誓
y 

な発言が多く， ・集中できる時間が短い III・VH・Vlll・IX・X VI: 情緒のつまずきへの支援組
女子は書くこ ・場面絨黙 II・N・VI・Vlll・IX vn: 時間の構造化

! とが得意。 •新しい環境に慣れるのに時間が VIII: 情報伝達の工夫

・ペアで積極的 かかる II・VI・VIII・IX IX: 参加の促進 法
に活動できる。 （対象児童： 4名） X: 内容の構造化

(2)授業実践の教科等について

竹内 (2010) は，高機能広汎性発達障害児の，他者の思考や感情を系統立てて推測する心的メカニ

ズムとされる「心の理論」獲得の不十分さについて述べており，「自動的な処理は障害されていても，

それに類似の処理は意図的であれば，可能な場合がある」としている。これは，特性に応じた支援に

より，他者について想像・思考することの困難を補える可能性があると捉えられる。また，宮崎・山
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本 (2016)は，空間認知等の困難について，「視覚・空間認知に課題を持っていても多感覚を活用して

視覚認知を促す方略を得ることができれば，感覚を統合させて視覚認知の力を向上させることができ

る可能性」を示している。小学校の教科等において，前者は「特別の教科道徳」，後者は「算数」の

特質に関連すると考えられる。そこで，実態把握を踏まえ，この 2教科で授業実践を試みた。

(3)実態把握を踏まえた「特別の教科道徳」の授業実践

① 教材について

・教材名：特別の教科道徳「本がかりさんがんばっているね」

・ねらい：みんなのために働くことでみんなが喜んだり感謝したり褒めてくれたりすることに気づ

き，みんなのために進んで働こうとする態度を養う。【内容項目： C 勤労，公共の精神】

② 授業実践の流れ

本時の授業全体における手立ての中から，他者の心情を想像することや継続的な集中・思考が苦

手である等，個の特性を踏まえた指導・支援が，学級全体での活動の促進につながったと捉えられ

た主な手立てを授業展開と合わせて表 3に示す。

表3 授業実践の流れ（特別の教科道徳）

学習内容 手立て【分類】

導 10教材をもとに考え，話し合う準備をする I黒板の前に集合させる【II, III, IX】（図 2)
入

0教材文の内容を聞き，考える

0登場人物の 2人（きょうこさん，はつね

さん）が，本係になった理由を考える

02人が，本係の仕事を而倒に思うように

なった理由を考える

展 0教材文中の，帰りの会での「いいこと探

開 Iし」の場面について考える

0自席に戻り， 2人に向けた友達の言葉

（教材文のタイトルにもなっている言葉）

を考える

0帰りの会で友だちの発表を聞いた 2人が

思ったことを考え，ワークシートに番<

抑揚や間を意識して範読する【 I, IX】

板書に児童の発言を多く取り入れる

【N, Vlll, X】（図 3)

展開に沿った板書をする【Vlll, X】（図 3)

各場面で挿絵を提示する【N,Vlll,X】（図 3)

登場人物の表情を実演させる【III, VI, IX】

表情を比較させる【N, VIll 】（固 4• 5) 

実際の学校生活の流れを想起させる【IX】

自分の考えを付箋紙に書き，黒板に貼らせる

【III, IX】（図 6)

他の児童を例に出す【N, VIll】（図 6)

ワークシートの記入欄の枠を設ける【vm,x】

教材・教具等

図2 黒板の前に集合させる

星I可呵
ii 

図3 板書の工夫

0考えを書けた児童から前に出て発表する Iイラストを使いながら，ロールプレイングを

~4~1二ここ三二直四
・単元名：三角形と四角形

・ねらい：ものの形についての観察や構成などの活動を通して，図形を構成する要素に着目し，図

形について理解できるようにする。【B 図形 (1)三角形や四角形などの図形】

• 本時 (1/14時間）のねらい：まっすぐな線を「直線」ということを知る。

② 授業実践の流れ

本時の授業全体における手立ての中から，形の認識や具体的操作における微細運動，継続的な集

中と思考が苦手である等，個の特性を踏まえた指導・支援が，学級全体での活動の促進につながっ

たと捉えられた主な手立てを授業展開と合わせて表4に示す。
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表4 授業実践の流れ（算数）

学習内容 手立て【分類】 教材・教具等

0色々な線をかく ワークシートの記入欄の枠を設ける【Vlll, X】 • • -• ~•u • • • • 

導 ・直線とそうでない線を区別する （図 8)

L--が.....1 J、•:.:: ·.:.:.·&―~ ~i 入 ワークシートにめあてを書けた児童から音読リ
0めあてをたてる

レーをさせる【IX】

0直線をつくる 直線を「つくる」体験をさせる【 I,IX】 図8 記入欄の設定

・ワークシートの直線をもとに，毛糸で ワークシートの直線に毛糸を重ね，「まっすぐ」に ~· '..-.・ .. つ<V軍......ぅ.

;-I 直線をつくる方法を個人で考える なっているか確認させる【N, 渭】（図 9)

l （つまみ方，毛糸の見た目・音等） つまみやすい毛糸を使用する【V】（図 10)
展

話す・聞く視点を示す【 II,VI, Vlll, IX】
開 0ペアで直線のつくり方を考える

必要ならばワークシートにメモをさせる【W】 図9 直線の確認

0全体で直線のつくり方を考える 黒板の前に集合させる【 II,III, IX】

ー ____,--7•発表用の毛糸を使って発表し， ペアの相手の言葉を使わせる【II,VI, IX】 -―,_ .. ,._ 
情報共有を行う 動作を入れるよう促す【 II,IV, IX】 I ま 〇「直線」をかく 黒板で直線のかき方を確認する【V,VIH】

と 図 10 教具の工夫
め 0本時の学習を振り返る 振り返りの視点を提示する【VIII,IX】

6. 結果と考察

授業実践の結果を，個別の支援が必要な児童の様子（表 5) と学級全体の様子（表 6) にまとめる。

考察の視点は，意欲的な授業参加（挙手•発言数及びワークシートや振り返りシートの記述量，学習活

動への取り組みや他の児童とかかわる様子等）と学習内容の理解（学習内容に即した発言や記述等）で

ある。なお，学級全体の様子については，各学級の児竜の実態により手立ての程度を変えて実施した。

(1)個別の支援が必要な児童の様子

表 1に示した I~Xの手立てを取り入れた際の，個別の支援が必要な児童の様子を表5にまとめた。

表5 授業実践の結果（個別の支援が必要な児童）

ビデオ ワークシート・振り返りシート等 授業参観シート・聞き取り

0学習内容の理解に困難が ・児童Sが，付箋紙に（登場人物の気持ちは）うれしい」，ワ
●学級担任教諭 (Y組）「Kさん

特 ある児童Sが，自主的に挙 ークシートに「（仕事が面倒になってきた登場人物へ，）が

別 手し，係の仕事が面倒にな んばでれ（「で」を「れ」に 1― 17( ' 
もSさんも，しつかり学習に

の
ってきた登場人物の気持 書き直した）」と表現した。 →ノ、 I ｀ I 取り組もうとしていた。」

胃 ちを想像し，「レク係（自分 ・児土旱ュKか"，ワークシートに ー 凡，●S ,,,. `  ヽ
●学級担任教諭 (Y組）「 Sさん

塁
の係）がやらないと損する 「（登場人物の気持ちは） 卜ゞしり7 "' ...., ゚

が，振り返りをワークシート

（やらないといけないと いいきもち。」と記述し，他 ）ー~. I児●
に書いてもいないのに発表

なると損）」と発言した。 のすべての欄にも記述した。 図11 児童S,Kの記述
しに前に出て驚いた。」

0衝動性が強い傾向がある ．衝動性が強い傾阿がある児童Aが，振り返りシートで「せ ●学級担任教諭 (Y組）「毛糸を

児童が，ペアの児童と一緒
んとせんで， おとがわか せか図んリ―1t2~モ児LJ.._,童-::z;たA,。ヽの否記で述アだバ 引っ張ったときの音を聞い

に，熱心に毛糸を操作し直 りました」と記述した。 I たり，道具を使ったりして感

I 線を探していた。 図児記 ---覚的に直線を考えていた。」

・自己肯定感の低い児童Bが，振り返りシートで「線と直線
0自己肯定感が低い児童が，

をおぼえることができました。 一叫・ . t • し ' 
●参観者「支援が必要な児童も

毛糸で直線をつくり「でき つぎは，もっとむずかしいもの ，3ヨt. i.' W I ~、 毛糸で直線をつくることが

たよ」と報告した。
がやりたいです」と記述した。 図 13 児童Bの記述

できていた。」

「特別の教科道徳」では，手元や周囲の刺激により注意散漫になりやすく，継続的な恩考や授業参

加が難しい児蘊Kが，授業終了時までにワークシートの全項目を自分の言菓で記述していた。また，

指示や説明等の理解や書字に困難があり，長時間の集中や着席が難しい児童Sも可能な範囲でワーク

シートに記述し，挙手しての発言や振り返り時の書くことに代わる積極的な発表があり，学級担任教

諭もそれぞれの学習に取り組む姿勢について指摘した（表 5)。視覚的な情報の提示（情報伝達のエ夫

【手立てvm】)，必然的に動く場面の設定（注意のつまずきへの支援【手立て1II】)，他者とかかわる場

の設定（社会性のつまずきへの支援【手立て11】，参加の促進【手立て1X】)，表現方法の選択肢（発表・

記述）の設定（参加の促進【手立て1X】)等により，注意散漫さによる情報の欠落を減らし，他の児童
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とかかわったり動いたりする活動や可能な方法で表現する場を意図的に設定することで，授業参加や

学習内容の理解が促されたと考える。一方，「子供たち自身に自分の状況を相手に伝えていく力を身に

付けさせることも必要」（柘植， 2017)であり，学習場面における表現の後押しとなるよう個別的配慮

として行った，机間指導における学習の流れの確認や自分事として捉えるための例の提示，発表や思

考場面での声かけ，他の児童との意思疎通のための助言等も，各手立ての効果を促進したと考える。

算数の授業において，衝動性が強い傾向がある児童Aは，振り返りシートで，分かったことについ

て毛糸で直線をつくったときの「音」に着目していた（表 5)。これを，その児童にとって，最も捉え

やすい感覚を用いて直線についての理解が促されたと考えると，「視覚・空間認知に課題を持っていて

も多感覚を活用して視覚認知を促す方略を得ることができれば，感覚を統合させて視覚認知の力を向

上させることができる可能性」（宮崎・山本， 2016) を確認できたことを意味する。また，自己肯定感

の低さが見られる児蘊Bも，振り返りシートで達成感と次時への意欲について記述していた（表 5)。

学習方法（直線をつくる活動の設定（学習のつまずきへの支援【手立て 1】））や教具（毛糸の使用（運

動のつまずきへの支援【手立てV】））のエ夫により，自力もしくは他者と協力して考える場面がつく

られ，授業参加と学習内容理解の促進や次時への学習意欲につながったと考える。

(2) 学級全体の様子

表 1に示した I~Xの手立てを取り入れたことにより，学級全体で見られた様子を表6にまとめた。

表6 授業実践の結果（個別の支援が必要な児童を含めた学級全体）

個々の特性を踏まえた手立て ワークシート・振り返りシート等

特
別
の
教
科
道
徳

・各場面での挿絵の提示

・登場人物の表情の動作化

・付箋紙の使用

・ロールプレイ

・板書のエ夫

．机間指導での個別の声かけ

「<召

t‘
丘
這

I

R
 

布
ャ
が
じ
が
ぶ
8
か
わ

'

溢
z

z
 

童

か
＼
た
．

児

た

4
 

の

ー

人

図
r
 

で卜シり返り振
．
 

算
数

・毛糸を使った，直線をつくる

活動の取り入れ

・ペア活動による他者とかか

わる場の設定

・肯定的な声かけ（認められる

場面の設定）

0ビデオ ●参観シート・聞き取り

0 「みんなと先生に手紙を書く」という問題

解決的な発言があった。 (Y組）

〇「みんなが片付けるように，本の横にさ，

番号を書いておけばいいさ」という問題解

決的な発言があった。 (Y組）

●学級担任教諭 (Y組）「普段よりも自分の考

えを書く量が増加している。」

●参観者「付箋紙に書くことで，自分の意見

をたくさんの児童が表現している。」

●学級担任教諭 (Y組）「今まで発表したこと

がなかった児童Mがペアの児童と一緒に

前に出て初めて発表することができた。」

●学級担任教諭 (X組）「不器用な児童も操作

できていた。」

●学級担任教諭 (X組）「『分からない』と言

えた児童を褒めて展開したのが良い。」

●参観者「『できた』で終わったのが良い。」

めにもがんばるのがわか

りました」と記述があっ

た。 (X組：児童N)

・振り返りシートで「すぐか

かりは，あきらめない」と

記述があった。

(X組：児童R)

・「まっすぐなせんのことを直線というのが

わかりました」「新しくわかったことは，直

線をつくるときは，はしとはしをつかんだ

り，ひっぱるということがわかりました」

と記述があった（新しい発見）。

・「次にやってみたい事は，直線をつかってい

ろいろなかたちを作って見（み）たいです」

と記述があった（次時への意欲）。

① 意欲的な授業参加について

「特別の教科道徳」においては，主に衝動性（行動のコントロールが苦手）という特性を踏まえ

た支援として，必然的に動く活動の取り人れ（注意のつまずきへの支援【手立てIII】) （例：黒板の

前に集合させる，考えを書いた付箋紙を黒板に貼らせる，登場人物の表情の動作化等）を行った。

すると，ほとんどの児童が集中して教材文の内容を聞き，挙手して発言する様子が見られ，すべて

の児童が付箋紙に自分の考えを書き，黒板に貼ることができた。このような手立ては，活動内容の

変化があるため，衝動性のある児童だけでなく，学級全体の児童も飽きにくく，学習意欲向上や集

中できる時間の増加につながったと捉えられる。また，衝動性により集中力が持続しにくいが，全

体の場での表現が得意な児童をロールプレイのモデルとした（注意のつまずきへの支援，参加の促

進【手立て皿 1X】)。すると，その児童は満足そうな表情を見せ，表現の仕方に迷いがあった他の

児童もモデルとなった児童の表現を真似たり，自分の考えを付け足して発言したりした。これらが，

「障害のある子に配慮した指導や支援が，通常学級に在籍する障害はないものの種々の配慮が必要
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な子などにも効果をもたらした」（柘植， 2017)場面であると捉えると，児童の特性（良さ）に応じ

た支援が学習に必要な力を補うだけでなく，その特性を活かすことにもつながったと考えられる。

算数の授業において， Y組では，ペアで積極的に活動できるという強みを活かし，直線について

考えたことを確かな学びとするためのアウトプットする方法として，ペア活動を取り入れた。その

結果，学級担任教諭から児童Mが初めて発表したことについてのコメントがあった（表 6)。児章M

は個別の支援対象児童ではなかったが，この手立ては児童Mにとっても良い作用を示した。また，

ペア活動の際に，話す・聞く視点を提示した（社会性のつまずきへの支援【手立て11】)ことも，有

効な手立てとなったと考えられる。大事だと思った言葉をメモしたり，もう一度聞き返したりと，

ペアで理解を深める児童もいた。これは，その後の学級全体での発表でも活かされた。

一方， x組の算数の授業におけるペア活動は，より多くの児童が自分の考えを聞いてもらい，認

められる機会となる（情緒のつまずきへの支援，参加の促進【手立てVI,IX】）よう取り入れた。ま

だ発表を聞き合うことが難しいペアもあったが，同じ教具（毛糸）を持っていることで，一緒に操

作するペアも見られた。

さらに， x組では，受容的で発言しやすい環境づくりとして，すべての教科等の授業において，

活動の見通しを持たせる丁寧な説明（情報伝達のエ夫【手立てVIII】）や肯定的な声かけ（情緒のつま

ずきへの支援，参加の促進【手立てVI,IX】)を他学級より比較的多く行った。すると，次の行動を

予想した発言や，隣の席の児童への声かけをする児童の様子が見られ，学級担任教諭や参観してい

た第2学年を受け持っている教職員からも肯定的な声かけについてのコメントがあった（表 6)。ど

の学級においても「障害のある子とない子を含めたすべての子を生かす特別支援教育につながって

いく」（柘植， 2017)場面をつくれる可能性があるが，その実現のためには，学級の実態に応じた手

立てを行う必要性と，その目的や程度はそれぞれ異なることを考慮し実践することが重要である。

② 学習内容の理解について

「特別の教科道徳」においては，主に不注意（様々な刺激による注意散漫さ）や学習内容理解の

困難さ等の特性を踏まえた支援として行っだ情報伝達の工夫のうち，視覚的情報の提示【手立てVIII】

（例：挿絵の提示，板書の構造化等）を行った。すると，多くの児童のワークシートから，他者と

のかかわりについての新しい発見や係活動について考える記述が見られ，特にY組では，登場人物

の気持ちに寄り添った問題解決案が出た。さらに，学級担任教諭からは，書く量の増加についての

コメントがあり（表 6)'その後，学級活動の授業において係活動の見直しについての話し合いが行

われたようである。これらのことから，学級全体において学習内容を理解し（登場人物の心情を想

像し），自分事として考えようとする様子が見られたことが分かる。情報伝達の工夫を中心とした支

援が，「心の理論」獲得の不十分さがある児童の「自動的な処理は障害されていても，それに類似の

処理は意図的であれば，可能な場合」（竹内， 2010)を引き出し，加えて他の児童の，教材文の登場

人物と自分の生活を重ね合わせ，思考を発展させることがより促されたと捉えられる。

算数の授業では，主に視空間認知力の低さを踏まえた支援として触覚等を刺激する活動の取り入

れ（学習のつまずきへの支援【手立て I】）や，微細運動の困難さに応じた教具（毛糸）の工夫（運

動のつまずきへの支援【手立てV】)等を行った。すると，多くの児童の振り返りシートから，直線

についての新しい発見や次時への意欲等が見られ，第 2学年を受け持っている学級担任教諭からも，

微細運動が苦手（不器用）な児童が毛糸を操作できた場面について肯定的なコメントがあった（表

6)。直線について，視覚だけでなく触覚・聴覚的な刺激を与えることが，それぞれの児童が可能な

（得意な）感覚を使って学び理解することにつながり，「『弱さを補う方略』の獲得が『こうすれば

できる』という自信にも学習内容の理解を助けるためにも生かされている」（秋元， 2017)場面が，

学級全体の多くの児童に見られたと捉えられる。
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7. まとめ

本研究における成果は，「支援を必要とする児童には『ないと困る』支援（例：情報伝達のエ夫【vm】,
参加の促進【IX】，注意のつまずきへの支援【1II】等）が，学級全体の児童にも『あると便利』な支援と

なった」場面が各授業で見られ，この視点での授業づくりの良さを示せたことである。このことから，

通常学級の授業づくりにおいても，特別支援教育の視点での教育実践が重要であると言える。

一方，教材文の流れと異なる児童の思考への柔軟な対応や，教具等を選択させる際の周到な準備と丁

寧な説明が課題であり，児童の学びにつなげることが十分にできなかった。今後は，教科書教材の設定

にとどまらず児童の価値観や感性を尊重すること，児章の実態と照らし合わせたさらなる教材の吟味と

工夫，十分な展開の予想や，臨機応変に対応する意識が必須となる。そのことが，児童の学習への混乱

を減少させ，授業者の意図とした実践へとつながると考える。換言するならば，児童の学びに向かう姿

勢や学習規律等の土台となる学級経営を考慮しながら，児童ありきの授業を行うことが不可欠である。

これは，小貫ら (2010) の「特別支援教育における『包み込むモデル』」においても提示されている。

注釈

平成 19年度から 30年度までの学校基本調査から筆者が算出した。
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