令和元年度

研究紀要
学校年間テーマ
「学校、家庭、地域とつながり、よりよい社会参加の実現をめざす」
～働く生活に生かせる確かな力 意欲と主体性をはぐくむ～
令和元年度 研究テーマ
「地域資源を生かした授業づくり～ＩＣＴ・ＡＴを効果的に活用しながら～」

小学部児童 タブレット端末による合同制作
「地域の方への感謝状」

令和２年３月
京都府立舞鶴支援学校

研究紀要発行に寄せて
「学校、家庭、地域とつながり、よりよい社会参加の実現をめざす」
～働く生活にいかせる確かな力 意欲と主体性を育む～
舞鶴支援学校は、「よく学び、より鍛え、そして、よりよく挑め」の校訓のもと、教育活動
を進め、今年度、15 年目を迎えました。いよいよ、令和二年度から順次新学習指導要領が
全面実施されます。学習指導要領の理念である“よりよい学校教育を通じてよりよい社会を
創る‘’という目標を学校と社会が共有し、連携・協働しながら新しい時代に求められる資
質・能力を育む「社会に開かれた教育課程」の実現をめざし、地域とつながり、「働く生活に
いかせる確かな力、意欲と主体性を育む」ことを年間のテーマとして、教育活動を進めてま
いりました。
とりわけ、今年度の研究活動においては、研究テーマを「地域資源を生かした授業づくり～
ＩＣＴ・ＡＴを効果的に活用しながら～」とし、地域資源を生かした授業作りを進めるととも
に、タブレット端末等、ＩＣＴ・ＡＴを活用することにより、「主体的、対話的で深い学び」
の視点で授業改善を進めてきました。
ＩＣＴ・ＡＴの活用により、児童生徒が、自ら思考、判断して主体的に課題解決をする力を
育むこと、また、作業を伴う活動やコミュニケーションが困難な児童生徒がＩＣＴ機器を適切
に活用することにより、より主体的に活動し、深い学びとなるよう、学習の質を高める授業改
善を進めてまいりました。さらに、どのような地域資源があるのか情報収集することにより、
学習の展開を工夫し、児童生徒がつけた力を地域の中でも発揮できるよう、積極的に地域とつ
ながる学習活動をおこなってきました。
自ら考え、自らできること、主体性を引き出すことが、自立の実現には不可欠です。そうし
た日々の積み重ねが、確実に児童生徒の変容につながっていきます。「何を学ぶのか」「どの
ように学ぶのか」そして、「何ができるようになったのか」「どのような力をつけたのか」、
学習評価を充実させ、授業改善を進めてまいりました。
「よく学び、より鍛え、よりよく挑む」児童生徒の挑戦は、同時に私達教員の挑戦でもあり
ます。今後も、常に学び続けより質の高い授業づくり、教育課程の改善に努めてまいります。
ここに、今年度の実践的研究を、研究紀要として発信します。本校教育の発展のため、忌憚
のない御意見をいただきますようお願いします。
最後に、研究を進めるにあたり、本校の教育活動に多大なる御協力をいただきました皆様に、
深く感謝申し上げますとともに、研究協力を進めてまいりました舞鶴工業高等専門学校の皆様
をはじめ、多くの諸先生方に御指導、御助言をいただきましたこと、心より御礼と感謝を申し
上げます。
校

長

細見

惠美

令和元年度 研究図

○テーマ設定の理由
本校では平成 29 年・30 年度に「児童生徒が主体的に学ぶ授業づくり」について、「教科別の指導」と「各教科
等を合わせた指導」の関連整理と指導内容の整理を行うことを通して研究してきた。そのことにより、
・教科別の指導と各教科等を合わせた指導との関連を整理し、学習内容に関連性をもたせることによって、児童
生徒がより自分の力を発揮したり、主体的に学ぶ姿を身につけたりすることができる（主体的に学ぶことができ
る）。
・より「主体的に学ぶ児童生徒」を目指した教育課程の改善を行うことができる。
ということが明らかになった。
担任間やグループ間で、主体的に学ぶ児童生徒の姿を共有し、それに向かって授業づくりを行うことで、学習
環境が整い、児童生徒がより意欲的に学習に取り組む姿が見られたこと、また、授業づくりを行う中で、年間の指
導計画や単元配列、各授業の関連を大切にする視点をもつことができたことは、２年間の研究の成果である。
そこで今年度は、新学習指導要領のキーワードとして挙げられている「社会に開かれた教育課程」を踏まえ、地
域とつながる授業づくりを研究の中心に据えて取り組むこととした。その中で地域の方々の理解や協力を得ながら
実践を進め、取組を通して児童生徒の力や可能性を広く地域へ発信し理解啓発を図ることで、地域でたくましく
生きる児童生徒の育成につながるのではないかと考えた。
また、ＩＣＴ・ＡＴを効果的に活用することで、より児童生徒たちが互いに学び合ったり、学びが深まったりするの
ではないかと考え、ツールとして効果的に活用することを意識して授業づくりに取り組むこととした。
昨年度までの研究をもとに、年間の指導計画や単元配列、各授業の関連も大切にしながら、系統性のあるより
よい教育課程の編成をめざしていく。

○研究目的
・地域とつながる取組を通して、児童生徒の力や可能性等を地域へ発信し、理解啓発を図る。
・ＩＣＴ・ＡＴの効果的な活用により、児童生徒の主体的・対話的で深い学びの実現をめざす。
・授業づくりについて学び合う中で、教員の力量や専門性を向上させる。
○研究仮説
・地域とつながる取組を通して、自分の暮らす地域について学び、地域の理解を得ながらたくましく生きる児童生
徒の育成ができるのではないか。
・ＩＣＴ・ＡＴを効果的に活用することで、自らより深く学び、互いに学び合う児童生徒の育成ができるのではないか。
・学部全体で考える研究授業、相互の授業参観、テーマ別研修会等を通して、教員の授業づくりの力量や専門
性を向上させることができるのではないか。

令和元年度 研究授業及び公開授業 一覧
研究授業
小学部
中学部
高等部

学級

授業者

教科 授業名

１組

和久 恵美子

図画工作 「さつまいものつるを使ってリースを作ろう」

７組

矢野 寛治

生活単元学習 「７組お米大作戦」

５・６組

長澤 茉由子

数学 「予算内で支払おう！～概数を用いて計算する～」

１・２年

川上 愛梨沙

総合的な学習の時間 「レッツ！エンジョイ！グラウンドゴルフ！」

２組

吉武 昌子

生活単元学習 「お店屋さんをしよう『スイーツデリバリー
Hina&Rei』」

６・７・８組
公開授業
小学部

中学部
高等部

学級

髙橋 知子

作業学習 「竹炭を利用した土作り」

授業者

教科 授業名

２組

井上 芽美

生活単元学習「1 学期がんばったね会の準備をしよう」

３組

関 諒太

体育「ジャンプ体育！リレー」

４組

山添 咲

遊びの指導「４組あそび」

５組

永濱 悠加

遊びの指導「星まつり」

６組

角野 誠也

自立活動「るんるんサーキット」

９組

西ヶ谷 沙織

音楽「9 組サマータイム」

２･５･６組

小松 功一

作業学習「校内販売会に向けて」

７組

鳥羽 菜理花

音楽「いろんな音楽を楽しもう」

４・５組

笹山 英亮

自立活動

職自９組

倉橋 諭史

職業科「清掃検定」

職自１０組

近藤 宏和

職業科「清掃検定」

○各学部の研究活動
小学部
１ 研究目的
小学部の現状として、地域資源の情報が少なかったり、お互いに情報を共有できていなかったりする課題がある。
また、ＩＣＴ・ＡＴについても活用方法については教員によって知識に偏りがある。そのため、ニーズを把握したり、情報
を共有したりする必要があると考え、以下の目的を設定した。
①

地域とつながる授業の中で子どもたちにつけたい力は何かを考え、年間指導計画と関連させながら授業の計画を
行う。

②

地域資源やＩＣＴ・ＡＴ（プレゼンテーションソフトの使い方、おすすめのアプリ等）についての情報や知識を共有する。

③

研究授業を通して、地域とのつながり方や効果的なＩＣＴ・ＡＴの使い方について検討を行う。

２ 研究仮説
地域資源を生かした授業の中で子どもたちにつけたい力を見直し、明確にすることで、効果的な学習や取組ができ
るのではないか。また、学部全体で考えることで、地域資源を生かした授業についての理解がより深まり、地域とつな
がる意識をもつことができるのではないか。
３ 研究の経過
① 年間指導計画を用いた地域とつながる授業計画
☆地域とつながる授業を通して、子どもたちにつけたい力
・コミュニケーション力
・様々な人と関わる力
・社会経験を積み、興味の幅を広げる

②地域資源について
☆やってみたいこと
・サケの放流
・グレイスヴィルまいづるで音楽発表
・西図書館に行く
・田植え
・城南会館での取組（折り紙教室等）に参加
・地域の方におもてなしをする 等

☆過去に行った地域とつながる取組
・ゴーヤカーテン作り
・食の先生を呼んで魚団子を作る
・豆腐屋さんにインタビューをする 等

の３項目について、聞き取りを行うた
め
各学級にアンケート用紙を配布した。
※子どもにつけたい力を明確にした上で、実現できるか分からない取組も来年度の参考になるよう記入した。
実際に行った取組については、学級ごとに「良かった点」「改善点」の振り返りも含めてまとめた。

③ＩＣＴ・ＡＴの活用
ＩＣＴ・ＡＴをどのように活用しているか、またどのような用途に使ってみたいか話し合いを行った。
その結果を受け、学部研でプレゼンテーションソフトを使った教材づくりと教材として使用できるアプリの紹介を行った。
≪学級での活用法≫

≪どのような用途に使ってみたいか≫

・活動の動画を撮り、振り返りに使う。

・プレゼンテーションソフトの使い方を知りたい。

・歯磨きや手洗いの方法を動画で見せる。

・子どもが描いた絵を動かすアプリや計算問題のアプリを使ってみたい。

・植物の観察記録をつける。

・テレビ電話で交流したり、一緒に授業をしたりしたい。

・天井に花火等の映像を映し、リラックスする。

・子ども自身がタブレット端末を使えるようにしたい。

☆プレゼンテーションソフトを使った教材づくり
基本編

応用編

インタラクティブリンクの機能を使用し、実際に教材づくりを行った。
☆教材として使用できるアプリの紹介（例）

水族館を作るアプリ

買い物レジのアプリ

歯磨きに役立つアプリ

モデリングアプリ

子どもが描いた魚の絵を

バーコードをカメラで読み込むと、

３Ｄでどの部分を磨けば良いか提

自閉症児や知的障害児を対象としたアプ

動かすことができる。

レジとして使用できる。値段と商品

示してくれる。歯を磨くスピードも

リ。子どもが自分で動画を選択して、使用で

名を設定することができる。

変えることができる。

きるよう工夫されている。

④ 授業づくり

生活単元学習「７組お米大作戦」

【事前研】 授業者が考えたねらいや活動について共有し、子どもがより主体的に活動できるための指導・支援法
や練習方法について、５つのグループに分かれ協議を行った。
人前でも恥ずかしがらずに
笑顔で接客してほしい。

≪事前研で出た意見≫
・人前でも自信が持てるよう、サインで接客ができたらスタンプがもらえるなど
スモールステップで取り組むとよいのではないか。

授業者

一人でできる活動を
増やしたい。

【事後研】

・お茶出し、案内、接客の中からねらいを絞ったほうがよい。
・全て言うのではなく、一部を言えるように練習するのはどうか。（「いらっしゃ
いませ」の「せ」を言っておじぎをする等）

本単元からさらに地域とつながるためには
どのような活動が考えられるか、また効果的な
ＩＣＴ・ＡＴの活用について協議を行った。
４ 成果と課題
成果

・授業者が考える活動内容に対して、主体的な姿を引き出すためのよりよい手立てについて意見を出し合
い、共有することができた。
・年間指導計画を使うことで、地域とつながる学習をどのように進めていくのか、また他教科とどのようにつ
なげていくか計画を立てて授業づくりをすることができた。
・ＩＣＴ・ＡＴの活用法について、どの場面でどのように使うのかを共有したり、実際に教材づくりをしたりするこ
とで学びを深めることができた。

課題

・地域連携部や情報教育部と連携し、地域資源やＩＣＴ・ＡＴの活用法についてもっと学べるとよかった。
・ＩＣＴ・ＡＴの活用法だけでなく、場面によって使う必要があるか考えることができるとよかった。

中学部
１ 研究目的
中学部の課題として、地域資源の情報が少ないことや、ＩＣＴ・ＡＴ機器の利用について教員の知識が不十分であ
ることがあげられる。また、「総合的な学習の時間」と「特別活動」の区別が曖昧になっているという課題もある。そこ
で、まずは地域資源を使った授業実践を交流したり、学校にどんな ICT・AT 機器があるのかを知ったりした上で、
下記の研究活動を通して、課題についての検討を行った。
①

地域資源やＩＣＴ・ＡＴを活用した授業実践についての検討

②

ＩＣＴ・ＡＴの研修

③

「総合的な学習の時間」と「特別活動」の整理

２ 研究仮説
・地域とつながる活動を通して、地域の理解を得ながらたくましく生きる生徒の育成ができるのではないか。
・学部全体で必要な支援や授業内容について考え、ＩＣＴ・ＡＴを効果的に活用しながら研究授業に取り組むことで
生徒が必要なツールを使って主体的に学ぶ授業づくりができるのではないか。
３ 研究の経過
① 地域資源やＩＣＴ・ＡＴを活用した授業実践について
地域資源を活用するためにどうしたらよいか、ICT・AT の効果的な活用方法は何かを検討した。「数学」と「総合的
な学習の時間」の２つの授業実践について授業者の悩みを基に学部全体で考え、授業作りを行い実践につなげた。
「数学」については、京特研授業改善部会の授業研究会と関連づけて取り組んだ。ここでは「総合的な学習の時間」
の研究授業について紹介する。
総合的な学習の時間「レッツ！エンジョイ！グラウンドゴルフ！」
・動画やスライドの作成をする。簡単にアプリで作

事前研

・事後学習のやり方は何がいい？
・生徒の実態を考える。

ることができたらよいのではないか。
・「どうしたらできるか」の視点で実態を考えた。

研究授業

・地域の方が普段から行っているグラウンドゴルフは、地域の方も「子どもたちと一緒にやりたい！」と思って
くださり、ルールや打ち方を教えてもらったり、一緒にゲームを楽しんだりする中で、今までより深くお互いのこ
とを知り合うことができた。
・プレゼンテーションソフトを使って振り返りのスライドを作成した。タブレット端末に興味・関心が高い生徒が
多く、意欲的に活動することができた。ICT・AT を使うことで主体的に取り組め、学びが深まった。
・タブレット端末を介してペアで役割分担しながら作成する姿が増えた。間違えたときに気軽にやり直しがで
きるので、互いに教え合いながら協力して活動していた。

・様々な教科、単元で継続的に利用するとよいの

事後研

・タブレット端末を用いての事後学習は初

では。

めてだったが、どうだったか？

・みんなの意見が一斉に反映できる装置があると
よい。

② ＩＣＴ・ＡＴの研修
年度初めに情報教育部による本校のＩＣＴ・ＡＴの機器や使い方、ＩＣＴ・ＡＴを活用した授業づくりについての研修を
行った。
研究授業でタブレット端末を使用する前に、指導者全員でプレゼンテーションソフトや文書作成ソフトの使い方を研
修し授業実践に備えた。基本的な文字入力や、画像挿入やアニメーションなどの操作を体験的に学んだことで、授
業の中でも生かすことができた。タブレット端末を使って学ぶことで、生徒の主体的な活動を引き出すことができたの
で、今後もスモールステップを踏みながら効果的に活用し、深い学びにつなげていきたい。
③ 「総合的な学習の時間」と「特別活動」の整理
中学部の各行事や取組が「総合的な学習の時間」か「特別活動」か、曖昧になっていることが年度当初から課題
であった。そこで、この２つがどのように違うのかを学習指導要領等を参考にしながら話し合い、単元の割り振りの検討
を行った。その中で、
・「総合的な学習の時間」は、活動内容に自由度があり、テーマについて内容を深く掘り下げて、広げていくことがで
きる活動。
・「特別活動」は、文化祭や体育祭などの学校行事や学級活動のように、単発の活動、枠組みの中で取り組む活
動。と位置づけた。２つの違いを明確にしたことで、目標や活動の設定の仕方を統一することができ、割り振り表に
ついても見直すことができた。
また、今年度初めて、中学部全体の取組として総合的な学習の時間を中心に、地域資源を生かしたグラウンドゴ
ルフの授業実践をしてきた。今年度の取組を踏まえて来年度の取組をどのように行っていくとよいのか検討し、年間
指導計画を作成した。地域の中学校との交流及び共同学習については、「総合的な学習の時間」の中で、単元の内
容を再編成して行っていくこととした。
「総合的な学習の時間」「特別活動」 単元割り振り表

総合的な学習の時間 R2 年間指導計画 案

４ 成果と課題
・地域資源を活用して授業実践していくためにはどのような活動にすると良いのか、学部全体で検討するこ
とができた。地域とつながることで、地域の方々と生徒相互の理解が深まり、積極的に関わる姿が増えた。
・「数学」の授業研究を進める中で、概数の考え方を生活の中に生かしていく視点を持つことができた。その
力を確かなものにするために、今後どのような学習が必要かについても考えることができた。
成果

・「特別活動」「総合的な学習の時間」の違いを指導者全員で共通確認でき、来年度に向けて単元の割り振
り表を見直すことができた。また、来年度の「総合的な学習の時間」の年間指導計画を作成することができ
た。
・「総合的な学習の時間」で、タブレット端末を用いての事後学習に初めて取り組み、生徒たちの興味・関心
が高く、分かりやすい振り返りができるなど有効的に活用できることが分かった。指導者のＩＣＴ・ＡＴに関す
る知識やスキルも高まった。
・地域との関わりを単元ごとの単発な取組で終わらせず、横のつながりも意識しながら年間を通して継続す

課題

るために、さらに検討を重ねる必要がある。
・ネット環境やタブレット端末の台数等、環境面での整備。

高等部
学部の現状（研究活動設定理由）
・高等部は、各生徒に個人用タブレット端末が配布され、自分のタブレット端末を使用して学習をすることができる。タ
ブレット端末や PC の簡単な操作について理解している生徒は多いが、タブレット端末を活用した実践例が少なく、ま
た学部全体での実態交流や実践交流の機会が少ない現状である。
・生徒たちには、自立と社会参加 に向けて必要な情報を得たり発信したりするための活用力や、自分の進路と関連
させて、社会資源の利用する力を身につけさていきたい。学習活動を通して、自分たちが住んでいる舞鶴の地域資
源に関心をもち、卒業後の「働く生活」や余暇活動につなげてほしいと考えている。
１ 研究目的
（１）高等部として、社会参加や進路実現に向けた地域資源の活用方法について検討する。
（２）ICT や AT の活用について学び、授業づくりに生かす。
２ 研究仮説
（１）地域とつながる取組について協議し、授業研究を進めることで、自立と社会参加に向けた高等部の授業のあり方
が明確になるのではないか。
（２）学部研究会において「授業づくり」、「教科と ICT 活用における関連整理」について協議し、まとめることで、生徒が
主体的に学ぶ授業づくりを進めることができるのではないか。
３ 研究の経過
（１）授業研究
高等部はＡ･Ｂグループ、Ｃ･Ｄグループに分かれて授業づくりに取り組んだ。地域資源を生かした授業づくりをテー
マに事前研、事後研を行い、授業内容の検討や、自立と社会参加に向けて必要な力について考えた。昨年度まで
の研究テーマである「主体的に学ぶ生徒の姿」の視点も大事にしながら取り組むこととした。

Ａ･Ｂグループ
① 授業名：お店屋さんをしよう「スイーツデリバリー Hina & Rei」 10 月 29 日 Ｔ１：吉武 昌子
② ねらい
・帽子をかぶって配達に行き、笑顔であいさつをしてお菓子を手渡すことができる。
・タブレット端末を操作し、お客さんとやり取りすることができる。
③ 事前研
・授業者から、単元、授業についての説明と現状の課題について。
「現状と課題」
・生徒によっては繰り返すことで、スイッチを押すとタブレット端末の画面が変わることがわかり、スムーズにスイッチ
を押すことができるようになってきた。操作の難しさがわかっているので、緊張もするが、意図することが可能となる
ので、できたときは満足そうな笑顔を見せ、達成感につながっている。
・生徒の実態として見えないというハンデからタブレット端末のスイッチ操作に難しさがあった。人とのやりとりにおい
て、意味を理解して活用することが難しい。
④ 事後研
「ＩＣＴ・ＡＴの活動について」手に麻痺がある生徒には、一人で操作することは難しい。自分でやりたいという思いが
強いので、初めは得意なスイッチを使用したが、今回使用したプレゼンテーションソフトはワンタッチでないと他の機能
が働き画面が変わってしまう。スイッチを使用すると接触部の不具合も含めてうまくいかないことが多かった。手首 を
少し支える支援で、指先は自分で動かして、自分でタップしているという実感をもつことができた。視覚にハンデがある

生徒については、タップすると必ず音が鳴ってわかるように工夫した。タップする回数が負担にならないよう、注文やア
ンケートはお客さん自身にタップしてもらい、スライドのページがめくれるように工夫したことで、スムーズに活動に取り
組むことができた。
⑤ 成 果
・注文されたお菓子を作り、配達に行くという活動は、多くの人と関わる機会をもつことができ、自分の役割を果たし、
配達時に喜んでもらえることで意欲につながった。作って配達するという活動が授業毎に完結するので、生徒自身に
わかりやすかった。
・タブレット端末を活用することで、挨拶をするだけでなく、お菓子や作っている時の写真を見せて「美味しそうだね。」
とか「頑張ってるね。」と言葉をかけてもらったり、味や感想をアンケート形式で聞いたりすることで、コミュニケーション
の幅が広がった。

Ｃ･Ｄグループ
① 授業名：作業学習「竹炭を利用した土作り｣ 12 月 12 日 Ｔ１：髙橋 知子
② 本時のねらい
・指示の内容を理解して、分かって作業することができる。
・指導者に報告・連絡・相談をしたり、友達と言葉をかけ合って作業をしたりすることができる。
③ 事前研･･･学習指導案をもとに、「単元の意図について」、「単元を通して生徒につけたい力について」を協議した。
【単元の意図】
・地域の方々から竹炭作りの方法を教えていただくことで、地域とのつながりを実感することができる。
・できた竹炭を利用して春の苗販売会の土作りをすることで、学んだことを地域に返すことができる。
【つけたい力】
・校内実習の取組の中で実施することで、「働く力」の視点も大切にする。生徒のねらいを共有する。
④ 事後研･･･授業に関わっての意見交流、作業学習（地域資源を生かした授業づくり）についての協議を行った。
【授業に関わっての意見交流（抜粋）】
・竹炭を割る、運ぶ、潰すなど工程が分かりやすく、生徒の実態に合った活動ができた。
・指示理解、言語理解が難しい生徒に対してのどのように支援をするか。・・・①何回か手本を見せたり、練習を積
んだりすることが大切。②理解しているかもう一度復唱させたり、国語の授業で質問の仕方を学習したりできるとよ
い。
・わからないときや困ったときに質問ができない生徒がいた。・・・①質問することを躊躇している。②何を質問したら
よいのか分からない。③質問の仕方が分からない。これらのアセスメントが必要。
【作業学習（地域資源を生かした授業づくり）】（抜粋）※各作業分野に分かれて協議した。
《木工》・社会人講師に依頼し、木の種類について学習したり、実際にブナやナラの木を見たり、木を切るところから
体験したりさせたい。
《工芸》・中学部では竹炭で消臭剤を作っていた。各分野で消臭剤の置き皿を作ってコラボして製品ができるとよ
い。
《陶芸》・陶芸教室を開いて地域の小学生に教えてあげたい。
【ＩＣＴ・ＡＴの効果的な活用方法】
・製品カタログやポップの作成 ・授業の振り返り ・声の大きさが一目でわかるアプリ（適切な声量を意識させるため）
⑤ 成 果
・作業工程が分かりやすく、生徒が主体的に活動することができた。
・地域の人に教わることで、地域交流について他に発展できないか考える機会になった。
・地域の方と一緒に竹を切って使用することで環境整備にもつながり、地域の方々に喜んでもらえた。

（２）「教科と ICT 活用における関連整理」
学部研究会では、各グループに分かれて、生徒の実態に合ったＡＣT･ＡＴの活用例や、各教科における学習効果
について意見を出し合い、関連整理のワークシートにまとめた。
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（次年度への教材引継）

① 学習別活用例と学習効果(グループ別)
【A グループ】
・ICT・AT を活用した内容、成果、課題をシートにまとめ、その活用方法がどのような場面で使われたか、生徒が操作
をしたのか、指導者が提示のために使用したのかを分類した。授業場面で指導者側から提示する場面が多く、日常
生活の中で活用する場面はなかった。

VOCA は様々な場面で使われ、重度の生徒に
とってニーズが高いことがわかった。

お話の授業などで効果音を流すなどの活用法は、
視覚的ハンデがある生徒にも有効であった。

【Ｂ・Ｃ・Ｄグループ】

生徒の活用

国 語

数 学

音 楽

体 育

美 術

家 庭

職 業
生活単

作業
学習

総合的な
学習の
時間

果

・言葉の語彙を増やす。
・イメージを広げる。
・作文のメモを作る。
・文章の読み上げ機能を使う。
・発表している姿を動画に撮り、振り返る。
・大型 TV で漢字をフラッシュカードのように出す。

・書く事への苦手意識を出さずに授業に取り組むことができ
る。
・１つの事柄から様々なキーワードを引き出すことができ
る。
・大型 TV なので全員が見やすく、集中して取り組めた。

・カレンダー機能
・電卓機能（計算、割り勘機能）
・時計やタイマー
・データをもとにグラフを作る。
・お金の学習
・歌いたい歌、お気に入りの一曲を探す。
・歌っている姿を動画に撮り、改善点を探す。
・合唱やダンスのパート練習をする。
・音楽の歴史を知る。

・日常生活や余暇活動に生かすことができる。

・フォームなどを動画に撮り、振り返る。
・ソーラン節の動画を見せて練習する。
・写真を撮り、よいアングルを考える。
・描きたい絵を写真に撮り、手本にする。
・作る物を調べて、動画を見ながら作成する。
・調理でレシピを調べる。
・被服で洗剤、漂白剤の使い方を調べ、共有する。
・被服でシミ抜きの方法を調べる。

・清掃の様子や人とコミュニケーションをしている姿
を動画に撮り、客観的に見る。
・仕事について調べ学習をする。
・行き先やメニューなどを調べる。
・先輩の働く姿を写真や動画で記録する。

元学習
情 報

効

・ＰＣを使用したタイピング
・作業前と作業後の変化を写真で見せる。
・ＰＲ活動（製品カタログの作成）やポップを作る。
・自分が作る写真をまとめて紹介する。（プレゼンテ
ーションソフト）
・売上表アプリ
・在庫管理
・製品をプレゼンする。
・製品販売会でお客様に説明する。
・アンケートを作る。（例：送る会のリクエスト曲）
・リマインダー機能を使う。
・データ共有機能を使う。
・乗り換え検索を使う。
・自動車免許の学科試験問題に取り組む。

・音楽に興味をもたせることができた。
・自分の姿を見て、よりよい歌い方はどのようにすればよい
か考えられた。
・合唱練習でパートリーダーを中心に、主体的に進めること
ができる。
・動画を見て、よい点、改善点を確認することができる。
・練習風景の動画を見て評価をし合える。
・アングルを考えて、意見を交流することができた。
・自分で調べながら作ることができる。口頭での説明より分
かりやすい。
・イメージを膨らませることができる。
・作る前に動画を見せることで、自分たちで道具の準備が
できたり、作り方が分かったりして、スムーズに動くことが
できる。
・言葉で説明するより分かりやすい。
・一時停止をして、もう一度確認したい部分を見たりするこ
とができる。
・清掃で、手本の動画を見た後、自分の動きの動画を撮っ
て見比べ改良していく。
・自分たちで調べながら進めることができる。
・タブレット端末を使いながら操作方法を覚えていくことがで
きる。
・写真や動画を友達と共有することができる。
・様々な入力方法を習得することができる。
・手順がわからないときに動画を見直すことができる。
・売上を電卓機能で計算することができる。
・ポップを作る時、製品がよく見せられるような写真を撮る
ことができる。（角度、色、見せ方など。）
・ポップ作りでも、簡単にやり直しや作り直しができる。
・表をもとに振り返り、分析したり意見を交流したりすることが
できる。
・生徒主体で製品開発や、在庫管理をすることができる。
・お客様に分かりやすく製品説明をすることができる。
・自分たちで作成→集約→まとめができる。
・自分で予定を管理することができる。
・みんなで情報を共有することができる。
・自分で自宅から職場までの行き帰りができる。
・卒業後の生活に生かすことができる。

② ＩＣＴ・ＡＴを活用する上で課題となったこと
・校内のネット環境やタブレット端末の台数が不十分で支障がでることがあった。
・映像で見せるより、実際に実物を見せたほうがイメージしやすい場面がある。
・タブレット端末に関する関心が高く、授業中に必要以上に触ってしまうことがある。
・ひらがなやカタカナ、ローマ字を修得していない生徒にはタブレット端末の操作が難しく、使う機会が少ない。
・指導者の知識が少なく、どんなアプリがあるのかを知らないので授業に取り入れにくい。
・タブレット端末のアプリなど教材研究がしにくい。
・VOCA は日常的に活用でき便利だが、学校の備品なので、卒業後や家庭で活用できない。
③ ＩＣＴ・ＡＴの効果として期待されること（活用した事例）
学習がデータとなることで、振り返りや共有がしやすくなる。
機能

主な学習活動

写真

学習の見通し、学習の振り返り、視覚支援ツール、拡大鏡。

動画

学習の振り返り、自分の動きの改善。

プレゼンテーションソフト

まとめ学習、簡単なプレゼンテーションの作成。

文書作成ソフト

まとめ学習、１枚の用紙に学習をまとめる。

調べ学習の中で、自分で解決したり、得た情報から選択したりすることができる。
利用アプリ

主な学習活動

時刻表

公共交通機関を利用するとき。

マップ

校外学習、進路学習などで場所を知りたいとき。

検索アプリ

インターネットを使って検索アプリで情報を得たいとき。

動画アプリ

レシピ、工作、ダンスなど、何度も見ながら取り組みたいとき。

アプリやタブレット端末の機能を使用して学習効果を高める。
活用例

タブレット端末の機能

国語

辞書、メモ機能、読み上げ機能、書き方アプリ、絵本アプリ。

数学

電卓、タイマー、お金の計算アプリ。

コミュニケーション

余暇アプリ、読み上げ機能、ＶＯＣＡ。

美術

写真をもとに作品作り。

４ 成果と課題
・学部研究会において、地域とつながる取組について協議し研究授業を進めることで、地域の方々と
成果

学びを共有したり、地域に貢献したりする授業のあり方について考えを深めることができた。
・学部研究会において「教科とＩＣＴ活用における関連整理」について協議し、教科毎の活用方法、生
徒への学習効果について表にまとめることができた。
・今後もＩＣＴ・ＡＴに関する教員の知識を高めるために、教員向けの研修が必要である。
・地域連携部や進路指導部と連携しながら、新たな地域資源の開拓が必要である。今年度の地域と

課題

のつながりや地域資源を大切にしながら、地域に貢献する視点をもった単元や授業展開の発展を目
指す。
・次年度はＩＣＴ・ＡＴの活用表をもとに、生徒が主体的に学ぶ授業づくりを実践していく。実態に応じた
活用方法については引き続き検討する。
・生徒の実態に合ったアプリを探し、よい教材は教員間で共有していく。

令和元年度 地域資源を生かした授業づくり 連携先一覧表
グループ
小学部
全体
小１組

教育課程
生活単元学習

単元名
さつまいもを育てよう

主な内容
地域の方の畑に行き、苗植えや芋掘りをする。

図画工作

小学部行事の芋掘りで出たつるを使ってリースを作る。

小３組

生活単元学習

さつまいものつるを使って
リースを作ろう
お掃除戦隊！出動

小５組

生活単元学習

交流をしよう！

地域の方（芋掘りでお世話になった方）とボッチャや卓球バレー、光遊び等の交流。

小６組

生活単元学習

モスバーガーからもらったひまわりの種を育て、花びらを使ってお礼状を作って渡す。
身障センターの利用者さんと一緒に歌ったり作品を作ったりして交流する。
地域の方の田んぼを借りて、田植え、稲刈りの体験をする。
田んぼを貸してくれた方を学校に招待し、おもてなしをする。
リサイクルプラザを見学し、職員さんに質問する。
利用者さんと直接交流する。
作品展示を通して交流する。
地域の人と学校周辺の掃除。

堀集会所や福来コミュニティセンター等の地域の施設清掃。

小７組

生活単元学習

お礼状を渡しに行こう
身障センターに行こう
７組 お米大作戦

小８組
小９組
中７組
中学部
全体
中学部
1,2 年生
中１組

生活単元学習
生活単元学習

分別名人になろう
グレイスさんと交流しよう

特別活動

地域清掃

総合的な学習の時間

レッツ！エンジョイ！グラウ
ンドゴルフ！
舞鶴を伝えよう

中２組

生活単元学習

２組カフェでおもてなし
２組ご当地グルメコンテスト

舞鶴公園や赤れんがパークの見学・写真撮影。
ご当地メニューの作り方等をインタビューする。
パン屋に行き、店長にパンの作り方を教えてもらう。
舞鶴の特産品を使ったレシピをお店の人にインタビューする。

中３･４組

生活単元学習

巻き寿司パーティーを開こう

巻き寿司の作り方のアドバイスをもらう。自分達で考えた巻き寿司の具をプレゼンする。

高Ｃ
グループ
高Ｃ・Ｄグ
ループ

作業学習

竹炭を利用した土作り

竹を炭にして土作りに生かしたり、土壌改良剤に利用したりする。

総合的な学習の時間
総合的な学習の時間

減塩調理を学ぶ

地域の方と交流しながら望ましい食生活について学び、調理実習を通して食に関す
る意識を高める。

高Ｄ
グループ

作業学習
職業

販売会
卒業生講話

太鼓チーム
(高等部)

総合的な学習の時間

和太鼓

各作業種で出荷準備、接客練習を行い、校内や現地で販売会を開く。
本校卒業生に現在の仕事や在学中に大切にして欲しいことについて講話をしてもら
う。
様々な場所で和太鼓を演奏し、高等部の取組を広める。

各学部

特別活動

交流及び共同学習

各学部、ボッチャを通して交流する。

生活単元学習

総合的な学習の時間

地域の方とグラウンドゴルフを通して交流する。

連携先
櫻井さん（池内振興協議会会長）
地域の方（亀井さん、安達さん）
櫻井さん（池内振興協議会会長）
地域の方（安達さん）
舞鶴市福来コミュニティセンター
櫻井さん（池内振興協議会会長）
地域の方（安達さん、杉本さん）
モスバーガー西舞鶴店
舞鶴市立社会福祉施設身体障害者福祉センター

櫻井さん（池内振興協議会会長）
地域の方（杉本さん）
リサイクルプラザ
グレイスヴィルまいづる
櫻井さん（池内振興協議会会長）
地域の方（複数名）
細田さん（池内グラウンドゴルフ愛好会）
田辺城資料館・赤れんがパーク
フォレスト
王様のパン
道の駅 舞鶴港とれとれセンター
水口さん（京都府食育先生）
舞鶴の自然の恵み
池姫竹炭組合
舞鶴市食生活改善推進員協議会
大丸京都店・フクヤ白鳥店・西市民プラザ

峯地さん（社会医療法人社団 正峰会
アザレア舞鶴）
西舞鶴高等学校・池内地区敬老会・
中丹学校文化祭・西市民プラザ
池内小学校・城南中学校・
西舞鶴高等学校

○ ＩＣＴ・ＡＴの活用 舞鶴工業高等専門学校による出前授業について
＜第１回＞
・講演（全体研修）

「ＩＣＴの活用 ～タブレット端末の基本操作とプレゼンテーションソフトの使い方～」
講師 国立舞鶴工業高等専門学校 丹下 裕 准教授

・教育支援具作成実習

「バーサライター」の制作

舞鶴工業高等専門学校より貸与していただいているタブレット端末を効果的に活用していくとともに、校内での
情報交換を目的に、タブレット端末の基本操作やプレゼンテーションソフトに関する講習と併せて本校教職員によ
るタブレット端末等のＩＣＴを活用した実践例の発表を行った。
教育支援具作成実習では、ＬＥＤの明滅のタイミングをプログラミングし、振ることで絵が出る「バーサライター」
の制作を行った。表現する絵が表計算ソフトを使って簡単に描け、機器への書き込みも簡単にできる。文化祭に
おいて、中学部が発表で使用した。学校の財産として管理し、長く多様な活用をすることを目的に、製作物を学
校保管にしたことで、せっかく作ったものを製作者が持ち帰ることができなくなったことが課題である。
＜第２回＞
・講演（全体研修）

「特別支援学校における教材作成と活用（ＩＣＴの活用を含めて）」
講師 日本福祉大学スポーツ科学部

・教育支援具作成実習

金森克浩 教授

プログラミング教材の使い方
「バーサライター」にスイッチをつける

金森先生より２学期の各学部の研究授業の講評をいただき、ＩＣＴ・ＡＴありきではなく、そ
れを使うことによって、子どもがより理解・表現しやすかったり、学びが深められたりするような
活用を心がけるべきと教えていただいた。講演では、ＩＣＴ・ＡＴ活用の基本的な考え方につい
てお話しいただいた。ＩＣＴ・ＡＴ活用のポイントとして、「社会参加と自立」「コミュニケーション
支援」「学びの楽しさを知る」の３つを挙げられ、これらは新学習指導要領の「主体的・対話的
深い学び」に呼応しているということを教えていただいた。子どもにとってメリットのあるＩＣＴ・ＡＴ
の活用を心がけていきたい。
教育支援具作成実習では、第 1 回に引き続き「バーサライター」の改良としてスイッチの後
付け作業を行った。プログラミングの講習では、プログラミングソフトの使い方を研修し、簡単
なプログラムを組んでコンピュータプログラムを意図通りに動かすことを体験することができ
た。
＜第３回（全体研修）＞
・講演

「プログラミング的思考について」
講師 日本福祉大学スポーツ科学部

・出前授業

金森克浩 教授

「プログラミング講座 ～フローチャート編～」
講師 国立舞鶴工業高等専門学校 舩木英岳 准教授

金森先生の講演では、学習指導要領における「プログラミング的思考」や「学習のねら
い」、「プログラミングツールの分類」についての解説や、ソフトを活用した実践についての紹介
をしていただいた。
出前授業では、次年度の研究テーマである「プログラミング」の入門として、「フローチャート」
の作成講習を行った。「順次処理」「分岐処理」「反復処理」の書き方を学び、テーマに応じた
フローチャートをグループごとに話し合いながら作成することができた。

研修について、この冊子では公開授業についてのみまとめる。
○公開授業
１ 目的
・公開授業を通して授業者と参観者の意見交換を行い、授業力の向上を図る。
・特別支援学校教員に求められる指導･支援等における専門性を向上させ、教員の力量アップにつなげる。
２ 実施方法
・指導案は、普段作成している略案を活用した。
・参観希望を集約し、参観体制が取れるように調整した。
・事後研を持つ時間が取れないため、参観者は「授業参観シート」を書いて授業者に渡すこととした。内容は授業者が見
てほしいこと、聞きたいことに対する意見を書くこととした。
今まで通年で行っていた公開授業を、今年度は 6 月 17 日（月）～7 月 17 日（水）に「公開授業月間」として設定・実
施することとした。実施を 1 学期にすることで、授業者の悩みに対して参観者からの意見をもらい、授業づくりに役立てるこ
とができるようにすること、「公開授業月間」として設定することで、より意識を高めて互いに参観に行けるようにした。
３ 成果と課題
公開授業に関するアンケート結果
公開授業をやってどう感じている？

成果として
・授業の感想、改善点、聞きたいことについての意見をもらい、次へのアイディアが生まれた。
・他学級や他学部の視点からの意見を、次の授業づくりに生かすことができた。
・指導案が普段の形でよいこと、事後研を参観シートにしたことで負担感が少なかった。
・他学級の授業を見に行くチャンスが少ないので、とても貴重な時間だった。
・公開授業月間は分かりやすくてよかった。
などがあがり、公開授業の目的としていた 1 学期に集中的に公開授業を行い、意見交換を通して今後の授業力の向上
を図ることは、一定達成されたと言えるだろう。

一方、課題として、参観をしたのが約５０％にとどまっているというのは、実施方法に改善の余地があることを示している。
・期間中、「いつでもどこへでも参観して OK」くらいになるとよい。
・自分の意見がその後の授業にどのように反映されたか知りたい。
等の意見もあり、一堂に会する事後研ではないことのデメリットも感じる。
参観できるような指導体制の調整は今後も必要だが、児童生徒の安全と学びを保障しつつ、必要最低限の指導体制で
指導することによって、児童生徒の主体的な学びが促進される機会だと捉える視点も大切であると考える。そのことをも
っと広く共通理解できるよう、働きかけていきたい。
次年度以降、実施方法をさらに工夫して、教員の学びたい意欲を授業力向上の力にできるよう取り組んでいきたい。
○研究のまとめ
各学部の研究活動を通して、以下のことが明らかになった。
・地域とつながる取組を通して、児童生徒自身が地域についての知識を深め、地域の方々の、学校や児童生徒について
の理解も深めることができた。
・ＩＣＴ・ＡＴを効果的に活用することで、児童生徒が主体的に学び、互いに教え合いながら深い学びを目指すことができた。
・学部全体で考える研究授業、相互の授業参観、テーマ別研修会等を通して、教員の授業づくりの力量や専門性を向上
させることができた。
地域とつながる学習活動を通して、児童生徒と地域の方々がお互いに理解を深めることができ、教え合いながら学び合
う姿が以前よりも増えた。将来にわたり、地域の中で豊かに生きる児童生徒をイメージするときに、地域の理解が欠かせな
いものであることは言うまでもない。昨年度までも、校外学習など地域での学習活動はあったが、今年度、継続して地域の
方々と関わることを意識した授業づくりをする中で、そのつながりが重要であることを再確認することができた。だからこそ、
取組をその単元のみで終わらせるのではなく、継続していくこと、また各授業や教科間の関連性をもたせるなど横のつなが
りにも目を向けていくことが大切であると考える。そのために地域とつながる取組を年間計画に位置づけ、系統性のある教
育課程の編成が必要になってくる。今後も継続した取組を通して学校、地域双方が学び合い、児童生徒が地域の中で豊
かにたくましく生きることを目指していきたい。
ＩＣＴ・ＡＴの活用に関しては、今年度各学部で研修を深め、教員の知識やスキルが向上した。ただ、インターネット環境
やタブレット端末の台数等、環境面での整備は今後の大きな課題であるとも感じている。
授業の中で効果的に活用することを意識して取り組んだが、学習の目標を達成するために本当に使用した方がよいの
か、そうではないのか、使用するならばどんな機器のどんなソフトやアプリがよいのか等、児童生徒の実態に合わせて十分
検討する必要がある。児童生徒のさらなる深い学びにつなげるために、どんな活用方法があるのか、今後も研鑽を重ねて
いきたい。
学部研究での研究授業や研修、公開授業、テーマ別研修などを通して、授業づくりについての意見交換をしたり、学び
合ったりすることで、教員の力量や専門性は向上したと思われる。しかし、毎年多数の教員が入れ替わる実情を考えると、
今後もさらに研修を重ね、互いに学びあう環境づくりを大切にしていきたいと考える。
今後は、今年度の研究の成果を生かして、地域と関わる取組を継続し、各授業や教科間の横のつながりの視点も大切
にしながら地域と関わる単元を年間計画に位置づけ、よりよい教育課程の編成を目指していきたい。児童生徒たちが卒業
した後も、地域の中で豊かにたくましく生きることができるよう、教育活動をさらに充実・発展させていきたい。どんな姿が
「地域でたくましく生きる」ことにつながるのかを、今後具体的に明らかにしていきたいと思う。また、学習の目標を達成する
ために学びを深めるツールとしてのＩＣＴ・ＡＴの活用について、今後もさらに学び続けていきたい。

京都府立舞鶴支援学校
〒624-0812 京都府舞鶴市字堀４－１
ＴＥＬ（０７７３）７８－３１３３

FAX（０７７３）７８－３１３５

メールアドレス：maizuru-s@kyoto-be.ne.jp

