
 

Ⅶ まとめ及び今後に向けて 

 

１ 平成 29年度研究のまとめ 

この項では、平成 29年度の取組や児童生徒の様々な姿を通じて、研究仮説の検証結

果を述べています。成果について、以下のように整理しました。 

 

（１）「教育課程マネジメント年間指導計画」の活用による計画的でつながりのある指   

  導 

 

ア 「教育課程マネジメント年間指導計画」の作成と実施から 

 

今年度、教育課程上に配列された各教科等を合わせた指導等と、交流及び共同学

習等の関係が一望できるよう「教育課程マネジメント年間指導計画」を各クラスで

作成しました。年間指導計画の中心には各教科等を合わせた指導を置き、教科別・

領域別の指導、特別活動、総合的な学習の時間などのつながりを可視化しました。 

 

「教育課程マネジメント年間指導計画 」のポイントは以下の３点です。 

①「教科等横断的なつながり」 

   同時期に取り組む他の教育活動とのつながりの計画 

②「年間のつながり」 

 児童生徒にどのような力をつけたいかを考えた学習内容の年間計画 

③「交流及び共同学習とのつながり」 

  学習の節目に設定する交流及び共同学習とのつながりとの計画 

 

「教育課程マネジメント年間    

   指導計画」を作成・実施すること   

により、教科・領域等のつながり 

や年間の流れ、学年間、学部間の  

つながりを見通して授業を実施 

したいと考えました。児童生徒の 

実態や学習効果を考え、限られた 

時数を最大限に有効活用し、教育 

効果を上げるためです。 

中学部では学部研究のテーマの一つに「教育課程マネジメント年間指導計画を活

用した学習展開」を設定し、成果と課題を検討しました。 

これまでは各自の頭の中に漠然とあった（もしくはなかった）教科等横断的なつ



 

ながり・年間のつながり・交流及び共同学習とのつながりが、一目でわかる表にな

ったことで意識しやすくなったというのが一番の成果です。 

「教科等横断的なつながり」では、 

・複数の教科・領域で学習目標や学習内容の共通項をつくり、教科等横断的な視

点で計画的に指導することができた。 

・ある教科・領域での目標を達成するための活動を他の教科・領域に取り入れる

ことができた。 

・ある教科・領域の授業で扱いきれなかった内容を自立活動で個別にアプローチ

することができた。 

・学年で実施する授業の補足を、クラスの授業（主に自立活動）で行うことがで

きた。 

等の成果がありました。 

 

「年間のつながり」では、 

・これまでの成果・課題を踏まえた授業づくりを意識しやすくなった。 

・前単元の学習内容を意識して本単元の内容を考えることができた。 

・授業内容が体系的・発展的になっているか、確認・調整がしやすくなった。 

・見通しをもった計画的な授業づくりに必要だった。 

・学習する内容に偏りがないか確認しやすくなった。 

等の成果がありました。 

 

「交流及び共同学習とのつながり」についても、年間指導計画があることで授業 

交流の時期を把握し、単元の中での授業交流の位置付けを明確にし、有効活用する

ことができたという成果がありました。 

 

同時に難しさも感じました。 

「教科等横断的なつながり」では、 

・自分が担当していない授業では、他教科での内容を生かし切れない。 

・授業はクラスだけで行うのではなく、学年や学習課題別で実施する授業も多く、

その都度他のクラスの年間指導計画を参照する必要がある。 

 

「年間のつながり」では、 

・高次化等、発展的にしていくことを意識して計画を立てる必要がある。 

 

 

 



 

その他にも、 

・生徒の実態や個別

の指導計画とも合

わせ、途中の変

更・修正も検討す

る必要がある。 

・単元の目標や、３   

観点の評価規準の   

つながりもわかる 

とよい。 

・作成の手間がかか 

るわりに、あまり活用できていない。 

・「教科等横断的」「年間」のつながりを意識できるようになったが、意識に留ま

り、活用の段階に達していない。 

・表が煩雑になり見にくい。 

等の課題です。 

 

イ 考察 

 

「教育課程マネジメント年間指導計 

画」を作成・実施することの意義と成果 

が大きいことがわかりましたが、一方で 

活用と高次化には工夫が必要なことが 

わかりました。 

昨年度まではこの表で示すつながり 

に対する意識は各自に任されており、 

相対的には意識が低かったと考えます。      

今年度は一目でわかる表にしたことで、 

必然的に意識が高まったと言えます。 

一方、実際に活用していく中で直面 

した課題からも、本当につなげないと 

いけないのか、つなげる必要やつなげ 

ることの効果を検討できているか、本 

校の教育課程にない教科（中学部では 

社会・理科等）とのつながりが考えら 

れていないのではないかという疑問が  



 

出てきました。そして最大の課題は、生徒実態に即したつながりになっているかと 

いう、つながりの意味と効果の検討です。それぞれのつながりが、個々の生徒 Aさ 

ん、Bさん、C さんで言えるかという問題です。今の到達点を成果とし、今後はより 

有機的なつながりとなるよう吟味する必要性を感じました。 

学校教育目標を具現化するために、評価・改善を継続し、個々の児童生徒の目標 

達成のためのカリキュラムマネジメントを実施していく必要があります。 

  



 

（２）「主体的・対話的で深い学び」の視点による授業改善について 

 

ア 年間をとおした全校での授業改善研究の実施と研究協力者による授業評価から 

 

「教育課程マネジメント年間指導計画」   

の作成・実施により、学習を積み上げてい    

く「年間のつながり」の視点に加えて、同 

時期に取り組む他の教科別の指導等との関 

連で教育効果が上がるという「教科等横断 

的なつながり」の視点による教育課程研究 

を進めました。 

交流及び共同学習の活用もポイントに置 

き、ねらい・手立て・評価の妥当性の検討 

による授業改善を継続しました。「授業改善の７つの観点」は、上のとおりです。 

また、すべての授業において、一つの単元につき一つの「授業改善シート」を作 

   成しました。「授業改善シート」の作成と活用のポイントは以下のとおりです。 

・児童生徒の実態、単元設定の理由など、本単元でつけたい力を記入する。 

・前単元とのつながりから、本単元でつけたい力や学習展開、どのような指導をめ

ざすかを記入する。 

・本単元と同時期に実施している、教科別の指導、領域別の指導、各教科等を合わ

せた指導とのつながりを記入する。 

・観点別評価の３観点に基づく評価規準による評価を行う。 

・「授業改善の７つの観点」をもとに、毎時（もしくは毎次）の授業の成果と課題を

共有し、授業改善を継続する。 

 

今年度は、授業改善の継続した取組に「主体的・対話的で深い学び」のキーワー

ドをより意識することを加え、活性化させました。 

中学部の「生活単元学習」では、「主体」と「おもてなし」をテーマに、「たけま

つり」でカフェを開店する学習に取り組みました。教師が主導するのではなく、メ

ニュー決めや道具製作等、生徒自身がカフェ開店の過程に主体的に関わり、一人一

人が自立して自分の役割を果たせることを大切に考えました。また、「自分達の店」

に多くの人を呼び、おもてなしをする活動をすることで、自信をもって人と関わり、

来客者が喜んでくれることに喜びを感じてほしいと考えました。 

そのために、前単元や他の教育活動のなかでは、自分と他者の違いに関心をもち、

人と関わる力を育てる学習に取り組んできました。今では折に触れ友達同士で、「A

さんは甘い物が嫌い？」「Bくんは騒がしいのが苦手やなあ。」等、友達に関心をもち、

授業改善の７つの観点 

活動の選択 

活動量の調整 

活動の流れの設定 

活動の場の設定 

道具等の選択 

ペアやグループの設定 

直接的な言葉掛けや問いかけの工夫 



 

互いに質問し合う場面が日常的に見られるようになりました。この力は、昼休み交

流でも、高校生に好き嫌いや得意や苦手なことを尋ねる等、積極的に他者と関わろ

うとする姿につながっています。 

授業交流も積極的に活用しました。授業交流を、場を共有するだけに留まったり、

本校の生徒にとって受け身の経験に留まったりするのではなく、「店員（本校生徒）

と客（高校生）」という役割で、相互的に関わる経験をすることで、人とつながる力

を高めていきたいと考えて取り組みました。自分の気持ちを表現することが苦手な

生徒が自分から感想を伝えようとしたり、自分の見方ややり方にこだわりやすい生

徒が高校生からのアドバイスを受け止めたりする様子が見られました。 

 

高等部の「作業学習」では、京都八幡高等学校の文化祭と、「たけまつり」での作

業実演の実施に向けて生徒が主体的に取り組む単元を設定しました。授業や交流及

び共同学習でつけた力を生かし、活動の枠を広げ、地域社会の方々とも関わること

ができる機会です。高等部入学から「作業学習」で身に付けてきた力（集中力、持

続力、責任感、協調性、望ましい作業態度や仕事意識、問題解決の力、コミュニケ

ーション力等）、「自立活動」の対人マナー・相手のことを考える・感じのよいコミ

ュニケーション、「国語」での丁寧な言葉づかい・相手に伝わるように話す等とのつ

ながりを意識して実施しました。 

作業実演の目的は、来場者に人気製品「ネコのトートバック」の製作工程を伝え

たり、実演したりすることです。来場者にわかりやすく伝えるための見せ方や説明

の仕方を話し合いで決めること、それぞれが任された工程を来場者の前で実演する

こと、来場者とコミュニケーションをとること、友達と協力してやりきることが学

習内容です。 

そのために、生徒一人一人の得意なことを生かす内容や、苦手なことにも挑戦で

きる内容を設定しました。いつも元気でチームのムードメーカーの生徒 A は、気が

散りやすく集中力に欠けるところがあり、ミシンの細かい作業が苦手でした。でき

るところから少しずつ取り組み、今では注意力が特に必要なロックミシンや、難易

度の高いアップリケ付けの工程も、驚くほどきれいに仕上げられるようになりまし

た。 

生徒 B は、縫製の高い技能をもち、丁寧に確実に作業ができる生徒ですが、失敗

を恐れるあまり慎重になりすぎて、新しいことや難しいことへのチャレンジを躊躇

してしまいます。トートバックの製作工程では最も難易度の高い「持ち手」「仕上げ」

工程を任されたことで、自分が任されているという自覚をもつことができました。 

生徒 C は、体調や生活リズムが整わないことが多く、体力面・精神面の理由から

継続して作業学習に取り組めないことが多い生徒で、それが自分自身のジレンマで

もありました。得意とするコミュニケーション力や発想力を発揮し、会場のレイア



 

ウトや役割決め、効果的な伝え方などの話し合いの中心となり、積極的に意見やア

イデアを出して進めることができました。 

作業実演本番、出身中学校の先生や生徒等多くの来場者を前に、「ぼくには無理や。」

とつぶやいた後輩に、Aは「ぼくも最初はへたくそやったで。諦めんと頑張ったらで

きるようになるよ。」と、自らの経験をもとに説得力をもって話をしました。 

Bは十分に練習を重ね、多くの来場者を前に、自信をもって実演して見せながら自

分の言葉でしっかりと説明することができました。「人前が苦手な自分が大勢の前で

実演できるとは思っていなかったから気持ちよかった。」と話し、達成感と自分の成

長を実感していました。 

Cは本番でも周りの様子をよく見て、自ら動き役割を果たす元気な姿が見られまし

た。「初めて作業が楽しいと思えてきた。作業を楽しいと思うことで、できなかった

こともできるようになってきた。」と話し、よい自分の姿を実感することが好循環と

なり、自ら意欲的に作業学習に向かおうとしています。 

多くの来場者の前で自分の力を発揮し、友達と協力してやり遂げた経験で得た自

信、自分の成長や良さを発見し実感できたことが自己肯定感や自己有用感につなが

っています。色々な場面で自分の意見が積極的に言えるようになり、コミュニケー

ションのとり方や表情が生き生きとしてきました。その後の生活単元学習「社会人

になるために」「進路実現への取組」においても、これまで以上に前向きな姿勢を見

せています。 

 

  



 

イ 考察 

 

授業改善の継続した   

取組に「主体的・対話的  

で深い学び」のキーワー 

ドを教師がより意識す 

ることで、育成すべき資 

質・能力（①生きて働く 

知識・技能の習得②未知 

の状況にも対応できる 

思考力・判断力・表現力 

の育成③学びを人生や 

社会に生かそうとする 

学びに向かう力・人間性 

等の涵養）へのアプロー 

チが進んだと言えます。 

この授業は何を目的 

としているのかという    

見通しや学習内容に興 

味や関心をもち、自己の 

学習活動を振り返って 

粘り強く取り組み、次時 

につなげるという「主体 

的な学び」の実現により、 

生徒が得意を生かし苦手を克服しながら、達成感を感じ、着実に力をつけてきたと

いう前述のエピソードが生まれたと考えています。 

また生徒同士の協働、高校生や地域社会の方々との対話、先哲の考え方を手掛か

りに考えること等を通じ、自分の考えを広げ深める「対話的な学び」の実現により、

自分の視点だけでなく、様々な視点があることに気付き、その多様性を楽しむ力も

身に付いてきました。  

習得・活用・探究という学びの過程の中で、知識を相互に関連付けてより深く理

解したり、作業実演の来場者やカフェのお客さんの立場に立って解決策を考えたり、

経験を基に新しいアイデアを考えたりする「深い学び」の実現により、今後も能動

的に学習に向かう力が育っていくと考えています。 

また、教師は、「主体的・対話的で深い学び」のキーワードにより、児童生徒の質

の高い深い学びを引き出す学習のあり方自体を問い直すことができました。 



 

（３）相互関連性をもたせた教育課程における交流及び共同学習の実践展開について 

 

ア 京都八幡高等学校との交流及び共同学習場面におけるエピソード記録から 

 

小学部の「遊びの指導」では、運動会をテーマに、背伸びやしゃがむ等の普段し

ないような体の動かし方を経験したり、友達や教師と楽しい活動をすることで要求

や思いを言葉や表情で伝えたりすることを目的とする単元を実施しました。前単元

とのつながりや、同時期に取り組む他の教育活動とのつながりも意識し、自立活動

や日常生活の指導では、「伝えたい」と思ったときに伝えられる表出方法や、人との

関わり方等を学んでいます。また、初めての人や活動が苦手な児童が多いことに配

慮し、全員が見通しと自信をもって活動に向かい自立的に動けるように、活動の流

れをほぼ同じにしました。 

これら児童一人一人に合わせた設定や支援が実を結び、ついた自信や意欲を土台

に、授業交流に臨みました。初めて会う高校生に緊張し、強ばった表情の児童もい

ましたが、活動が進むにつれて「これ知ってる！」と自信をもち、高校生と一緒に

活動することができるようになりました。自分から高校生に対して「もう一回」「も

っと」と言葉や行動で表す児童の姿も見られました。「楽しい！もっとやりたい！」

「もう一回って伝えたい」等言葉やサイン、写真カード、表情で伝えることができ

ました。 

大人との関わりでもなかなか広がらない児童 A は、去年から担任をしている教師

以外の関わりをなかなか受け入れられませんでしたが、４月からの授業の関わりの

なかで、他の教師からの働きかけを受け入れて楽しんだり、自分から何度も要求を

伝えたりする姿が見られるようになってきました。授業での楽しい経験があること

で、初めて会った高校生からの関わりも受け入れられるようになり、多くの笑顔を

見せてくれるようになりました。 

初めての人や活動が苦手な児童 B は、昼休み交流では、初めて会う高校生を見る

と教室の外に出そうとしました。授業交流でも、大好きな「デカパン競争」でさえ、

いつもと違う雰囲気に「履きたくない」と拒否する姿がありました。しかし、活動

が進むにつれて「この活動知ってる！」「いつものやつや！」と安心し、次の種目か

らは高校生と一緒におんぶリレーをし、「もぎもぎフルーツ」（壁面に貼られた模型

の果物を取って、キャラクターの口に入れる競技）では高校生の抱っこでたくさん

の果物を取ることができました。 

 

同じ小学部の肢体不自由のある児童のクラスでの「遊びの指導」では、校外学習

に見通しや期待感を高めて向かうことを目的とし、当日の活動に沿って学習内容を

設定しました。見る活動やゲームをとおして、当日の活動をイメージすること、経



 

験の少ない道具（釣り竿）の使い方に慣れること、また、２クラスの合同で実施す

ることにより、クラスより少し大きな集団の友達を意識することも目的としました。 

この単元は、「日常生活の指導」の体調の安定・色々なものを見聞きすること、「自

立活動」の姿勢の保持・歩行器での歩行・手腕の動き・活動の見通し、そして「特

別活動」の校外学習とのつながりを意識して取り組みました。また、他クラスとの

合同授業や、小学部全体での学習を週に１回設定していることが、人と関わる力や

相手を受け止める力につながっていると考えています。このようにして積み重ねて

きた力が、初対面の高校生を前にしても発揮され、授業交流の成果として現れるこ

とを想定して取り組みました。 

授業交流では二つのことをねらいました。一つは、児童と高校生が同じものを見

たり、歌遊びやゲーム等の同じ活動をしたりするという、場や目的の共有から自然

な交流ができることです。もう一つは、１対１で関わる活動だけでなく、複数で取

り組む活動も設定し、もっている力を発揮できることです。 

    前期の授業交流では、教師が言葉掛けや一緒に活動することが多くなり、児童・

高校生共に緊張している様子が見られました。後期の授業交流は、日頃昼休み交流

で関わっている高校生もいることから、高校生が児童に積極的に話しかけたり、児

童が高校生の関わりを受け止めて一緒に活動したりする姿が見られるようになりま

した。 

初めは高校生の言葉に耳を傾けることが難しかった児童 A。何度も話しかけられる

なかで、次第に目の前にいる高校生を意識し始め、「（魚釣りの魚を）もう１匹釣る？」

の言葉掛けに笑顔で応え、「（竿を）ギューして。」の言葉に合わせて竿を握ることが

できました。最後は、「おしまいにする？」に返事をして手を広げて竿を離すことが

できました。 

大きな集団の中では気持ちが高まりやすく、周囲と関わることが難しくなりやす

いことの多い児童Bは、向かい合って座った初対面の高校生の手を自ら取りに行き、

引き寄せながら指を合わせるように要求を伝えていました。これは B の好きな「い

とまき」の手遊びを要求する表現で、このような場面で要求を伝えられたことは初

めてでした。 

ペアになった高校生が、丁寧に言葉を掛け、歩行車での移動に対してペースを合

わせて歩いてくれたおかげで、児童 C もその高校生を意識して活動に取り組んでい

ました。授業終了後も一緒にボール遊びをし、高校生を意識してボールを投げる等、

お互いに関わることができました。 

このように、授業が終わって休み時間になっても、高校生が児童の好きな絵本の

読み聞かせをしたり、一緒にボール遊びをしたりして過ごす様子から、児童から高

校生に関わりを求めたり、要求を伝えたりする等、児童と高校生との距離感が縮ま

り、自然に交流をしていると感じました。 



 

イ 京都八幡高等学校の生徒対象アンケート実施と分析から 

 

京都八幡高等学校の生徒・教職員、そして本校高等部生徒・保護者・教職員を対

象に「交流及び共同学習 意識調査アンケート」を実施し、交流及び共同学習の教

育効果を検討しました。ここでは京都八幡高等学校の生徒対象アンケートを分析し

ます。 

本校との交流及び共同学習に初めて臨む京都八幡高等学校南キャンパス人間科学

科１年生の、交流前（平成 29年５月）のアンケート質問「八幡支援学校との授業交

流・昼休み交流・行事交流をするにあたって、不安なことがあれば、具体的にどん

なことが不安かを書いてください（自由記述）。」と、全ての授業交流を終えて（平

成 29年 11月）のアンケート質問「授業交流・昼休み交流・行事交流をすることで、

自分自身が成長したり変わったりしたことがあれば書いてください（自由記述）。」

についての回答をそれぞれ以下のように整理しました。 

 

八幡支援学校との授業交流・昼休み交流・行事交流をするにあたって、不安なことがあれば、具

体的にどんなことが不安かを書いてください（自由記述）。 

特
別
支
援
学
校
の
児
童
生
徒
の
こ
と 

 

を
知
ら
な
い
こ
と
に
よ
る
不
安 

・仲良くなれるか。 

・楽しませてあげられるか。 

・しゃべれるか。どうやって話せばいいのか。 

・接し方、どんな話をすればいいか、楽しいと思ってもらえるか。 

・気持ちを読み取れるか。 

・コミュニケーションのとり方 

・一人一人の接し方を変えていかないときにちゃんと変えられるか。 

・暴力的なことを言われないか、楽しんでもらえるか。 

自
分
自
身
に
つ
い
て
の 

不
安 

・きちんと積極的にコミュニケーションがとれるのか。 

・子ども達に好かれないです･･･。 

・自分は人見知りなので、自分のしゃべり方があっているか不安 

・楽しめるのか。 

・雰囲気の作り方がわからない。 

・普通に、楽しんでしまうかも（悪い意味で）。 

京都八幡高等学校南キャンパス人間科学科１年生 （抜粋） 

  



 

授業交流・昼休み交流・行事交流をすることで、自分自身が成長したり変わったりしたことがあ

れば書いてください（自由記述）。 

障
害
理
解
に
関
わ
る
こ
と 

・特別支援学校に対する考え方が変わった。 

・最初はどう関わったらいいのかわからなくて、怖い時もあったけど、子どもによって安

心の仕方や楽しみ方が違うことがわかって、私自身も楽しめるようになった。 

・自分から話すのが苦手だったので、勇気をもって話しかけにいくと、みんなが心を開い

ていってくれたので、前より積極的に話しかけていくようになった。 

・見方や考え方が変わった。自分の行動に責任がもてるようになった。 

・どういうことをすればやるべきことをやってくれるか、その子に合った対応を考えて、

実行することができたし、成功した。 

・初めに比べると自分から話しにいけるようになった。 

・積極的に話し掛けにいったり、言葉が少し理解できるようになったりした。 

自
分
自
身
の
成
長
に
関
わ
る
こ
と 

・コミュニケーション力が高くなった気がする。 

・消極的な性格だが、初対面の人としゃべれるようになった。 

・今まで、あまり自分から話しかけたりすることがなかったので成長したと思う。 

・人とのコミュニケーションがだんだんできるようになったことです。今では地域の人に

挨拶をしっかりできているので、すごく成長したと思います。 

・積極性が身に付いた。 

・人を差別する気持ちがなくなった。 

・困っている人がいれば助けようとしたくなった。 

・八幡支援学校のたくさんの先生方から「あなたの交流すごいね」とほめてもらい、もの

すごく自分の自信につながった。 

京都八幡高等学校南キャンパス人間科学科１年生 （抜粋） 

  



 

同様の質問について、３年間交流及び共同学習に取り組んできた京都八幡高等学

校南キャンパス人間科学科３年生の回答は以下のとおりです。 

 

授業交流・昼休み交流・行事交流をすることで、自分自身が成長したり変わったりしたことがあ

れば書いてください（自由記述）。 

障
害
理
解
に
関
わ
る
こ
と 

・今までは、話しかけることさえできなかった自分が、自然と話しかけることができるよ

うになり、自然と笑顔になった。 

・気付かない間に、その生徒に合った間合いのとり方や関わり方を自分なりに見つけて、

実際にできるようになった。 

・一人一人の特性を理解することや、時には見守ることを学んだ。 

・自分が行動していればいいと思っていたが、交流をとおして、伝えることが大切だと気

付いた。思っていることを伝えないと相手にも伝わらないということもわかった。 

・同世代の高等部生と交流することで、小学部の児童や中学部の生徒と違った関わり方を

見つけ、同世代だからこそできる会話もあり、新しい交流の仕方を見つけることができ

た。 

・高等部の皆さんに対しての見方が変わった。 

・積極的に交流できるようになった。八幡支援学校の子は自分にはもっていないものをも

っているので、魅力を感じる。 

・もっと相手の気持ちを知り、様々な特性のある児童生徒と関わり、知り、それをもっと

世の中に伝えたいと思った。 

自
分
自
身
の
成
長
に 

関
わ
る
こ
と 

・自分の考え方や、障害者に対する気持ち、見方、接し方 

・障害のある方を街で見かけた時に、自分には何ができるのか考えるようになった。 

・心から感謝することや、素直な気持ちを伝えられるようになった。 

・障害という言葉の意味に疑問をもつようになった。また、すぐに人のことを「障害」と

言ってしまう人に教えたいと思った。 

京都八幡高等学校南キャンパス人間科学科３年生 （抜粋） 

 

 

  



 

ウ 考察 

 

小学部では「遊びの指導」でつけてきた「やりたい」という意欲や、繰り返しの

学習、何度も経験してきた活動の中でついた自信が、授業交流という日頃と違う環

境や人であってもいつもどおりの力を発揮できる姿へとつながりました。 

初めての人や初めての活動が苦手な児童も、相互関連をもたせた教育課程である

ことや、授業交流を単元に位置付けて取組を行ってきたからこそ、交流及び共同学

習の教育効果につながったと考えています。 

初めて交流及び共同学習に取 

り組む人間科学科１年生が抱い 

ていた不安は、特別支援学校の児 

童生徒や障害のある人のことを 

知らないことによる不安、そして 

自分自身についての不安の二つ 

に分類することができました。そ 

の不安は、授業交流等を経験して 

いくなかで、「とても」「まあまあ」 

を併せると 86％が「解消された」 

と回答しています。 

高校生にとって本校との交流  

及び共同学習が及ぼす影響につ 

いては、「障害理解に関わること」 

と「自分自身の成長に関わること」 

の変化につながっています。 

交流及び共同学習により相互 

理解を図ることは、本校の児童生 

徒にとって有意義であるばかりではありません。高校生にとっても、障害のある子

どもとその教育に対する正しい理解と認識を深めるための絶好の機会でもあり、交

流及び共同学習をとおして、自分のことを知る機会となり、思い悩んだり、成長を

感じたりする場ともなっています。 

両校の児童生徒のそれぞれが力を発揮できる環境において、相手のことを知ろう

とし、互いの立場で考えようとする想像力をもって気持ちを通わせていくことから、

人の輪が築かれています。交流及び共同学習の実践が、互いを尊重し、支え合い認

め合う機会となり、そのことがこれからの共生社会形成の担い手となる人を育てる

ことにつながっているのだと考えています。 

 

とてもある

23%

まあまあある

41%

あまりない

32%

全くない

4%

八幡支援学校との授業交流・昼休み交流・行事交

流をするにあたって、不安なことがある。

とてもされ

た

25%

まあまあされた

61%

あまり

されなかった

14%

全く

されなかった

0%

八幡支援学校との授業交流・昼休み交流・行事交

流をするにあたって不安なことは解消された。



 

（４）指導内容・指導方法・学習評価の一体的なつながりによる、一人一人の学習過

程の重視 

 

ア 観点別評価の３観点に基づく評価規準による学習評価の可視化から 

 

共生社会で一人一人がよりよく豊かに生きる力を育むために、児童生徒一人一人

の目標・指導内容・指導方法・評価規準・学習評価を、授業改善シートの作成と活

用により明らかにし、授業改善に継続して取り組みました。 

前述の中学部「生活単元学習」は、これまでの集団で活動する力や人を招待する

経験を積んできたことを生かし、「たけまつり」でおもてなしをするというイメージ

や見通しをもって、生徒自身が主体的に取り組める活動を考えました。クラス全員

の共通した関心事である食べ物を扱うことで、意図的に人とのやりとりが設定でき

ることから「カフェ」を題材にしました。学校近隣にあるカフェの利用やインタビ

ュー、アイデア会議、挨拶や接客の練習、道具作り等、様々な活動に取り組みまし

た。開店の際は、それぞれの個性や力が生きる役割を担い、互いに協力し合いなが

ら、全員でおもてなしをしました。  

「日常生活の指導」での挨拶、清潔・身だしなみ、当番・役割活動や、「自立活動」

での心理的な安定・コミュニケーション・自他理解・身体の使い方、「国語」での相

手に伝わる表現・文章を書く力、「数学」での数量の理解・数の集計と同時期に指導

する他の教育活動とのつながりで教育効果を高めることを検討しました。 

本単元の観点別評価の３観点に基づく評価規準は以下のとおりです。 

観点別評価の３観点に基づく評価規準 

知識・技能 ・道具の使い方を理解し、製作活動ができている。 

・おもてなし（調理・ホール）の手順やポイントがわかり、取り組むことができ

ている。 

思考・判断・表現 

 

・チームの中での自分の役割を意識し、協力して活動することができている。 

・相手に伝わりやすい話し方や、場に応じた適切な振る舞い方をすることができ

ている。 

・カフェのイメージをもち、お店作りについてアイデアを出したり、工夫したり

することができている。 

主体的に 

学習に取り組む態度 

・単元の目標や単元の流れを理解し、目的や見通しをもって活動に取り組むこと

ができている。 

・学習したことを振り返り、自分や他者を評価することができている。 

・人を招待し、おもてなしをすることに期待感や達成感をもって、活動すること

ができている。 

 



 

さらに、生徒    

一人一人の単元   

目標と手立てを 

検討しました。 

個々の苦手なこ 

とへのチャレン 

ジと共に、得意 

な力を生かすと 

いう自立活動の 

視点を大切にし 

ています。例えば生徒 B の場合は、言葉の表出の課題に焦点を当て、本人が発音し

やすい音の組み合わせから発声する機会を設け、生徒 C の場合は、周りの変化によ

く気がつく強みを生かして、授業開始の時間をみんなに知らせる役割を担っていま

す。これらの学びは、今回の授業において、「一人一人の力が生きる役割」へとつな

がっていると考えます。 

また、単元全 21時間の学習活動 

に合わせた評価規準を観点別評価 

の３観点で設定しました。そして、 

生徒達が受け身ではなく主体とな 

って力を発揮する機会に、授業交 

流を活用しました。授業交流をこ 

の単元の節目と捉え、授業交流の 

１回目には道具作りと接客の模擬 

練習を、２回目は高校生を客に見 

立て、これまで練習と改善を重ね 

てきた接客を披露しました。授業 

交流をイベントではなく、単元の 

なかに必然性をもたせて設定した    

ことで、生徒が「高校生に見ても 

らう」「おもてなしをする」ことを 

期待し、主体的に活動し、関わろ 

うとすることができました。高校 

生からの励ましや評価が、生徒のさらなる意欲や自信につながりました。 

また、客の立場を意識して接客する経験をとおし、クラスでも、友達を主語にし

「Bくんは○○ができるようになった」等、他者の変化に関心をもって表現する様子

が見られるようになりました。まずは身近な仲間の中で相互理解を深めることが、



 

様々な人とつながりながら、自分らしく生きる力になっていくと感じることができ

ました。 

 

イ 考察 

 

知的障害のある児童生徒の学習上の特性として、「学習によって得た知識や技能が

断片的になりやすく、実際の生活の場で応用されにくいことや、成功経験が少ない

ことなどにより、主体的活動に取り組む意欲が十分に育っていないこと」（文部科学

省、2009）が指摘されています。 

断片的になりやすい知識や技能を有機的に結びつけていくために、習得された知

識・技能が、思考・判断・表現において活用されることを意識しました。中学部の

「生活単元学習」で、接客のマナーがわかることにより、学習の振り返りをして自

分や友達の評価をすることができるということです。 

ただその一方通行の関係ではなく、思考・判断・表現の学習を経て、生活に必要

な知識・技能が更新されたりする等、他の二つの観点と合わせて多面的に学習状況

を把握することが重要であると考えています。 

一人一人の指導の目標・内容・方法・手立てを具体化し、評価するために観点別

評価の３観点による評価規準に取り組んだことは、学習目標と手立ての妥当性、信

頼性を意識した授業改善を行うことで、評価の可視化につながりました。 

児童生徒の可能性を分析的に見出すためには、児童生徒の達成しそうな力を見定

められる細かな評価規準の設定が必要でした。単元ごとに観点別の評価規準が設定

されたことで、単元における児童生徒の学習すべき到達目標を明確にすることがで

きました。それとともに、もう少しで達成できそうな課題などを見出すことができ

るため、具体性・実現性のある指導目標の設定につながることがわかりました。 

交流及び共同学習を積極  

的に活用しながらステップ 

アップしていくための指導 

の在り方については、一人 

一人の学習過程を重視し、 

そのための手立てが適切か、 

実際の生活で活用できてい 

るところまで到達している 

かを見直すことが重要であ 

ることがわかりました。 

 

  



 

（５）地域社会で力を発揮することをめざす取組 

 

ア 地域社会とつながる教育活動の積極的実施から 

 

社会に開かれた教育課程の観点による総合的なカリキュラムマネジメントを実施

する重要なポイントとして、地域社会とつながる教育活動の積極的実施にこれまで

以上に取り組みました。日々の教育活動や、京都八幡高等学校との交流及び共同学

習で培った力を地域社会で発揮する場の設定です。学校教育のめざすところを地域

社会と共有・連携しながら実現させ、学校教育の改善・充実の好循環を生み出すた

めです。地域社会の方々と一緒に取り組む内容、地域社会の方に説明できる教育課

程、つまり社会に開かれた教育課程で、私達は児童生徒の可能性をさらに高められ

ると考えています。そしてそのことが、お互いにかけがえのない人、そして価値あ

る人として生きていく社会の形成につながると考えています。 

 

前述の中学部の「生活単元学習」では、「多くのお客さんを呼びたい」という生徒

の願いから「お客さんが喜ぶ店作り」をめざしました。この単元では、第１次の３

時間目に、近隣のカフェ（カフェシリウス AKARI）に御協力いただきました。カフ

ェを利用することでカフェというもののイメージをもち、聞きたいことやわからな

いことをインタビューさせていただくことができました。この経験は、人気メニュ

ーを取り入れたり、新たなアイデアが浮かんだりすることにつながりました。 

 

高等部の「生活単元学習」では、小学部の児童や近隣の小学校（有都小学校）の

児童を対象に運営するテーマパーク作りの授業に取り組みました。これまで「作業

学習」での販売活動や作業実演、交流及び共同学習の経験で様々な年齢の人と関わ

る経験をしてきたことを生かし、児童がわくわくした気持ちになることを想像して

装置や遊び道具を作ったり、お兄さんお姉さんとして優しく児童に関わったりする

ことをねらいとしました。色々な人と関わる経験をし、相手に応じたコミュニケー

ションや接し方、マナーや態度を知ることに加え、児童が喜ぶ姿を見て、達成感や

喜びを感じることができました。 

 

これらの取組は担任と交流教育部（各学部に１名が専任として位置付いている）

が連携し、地域社会への理解啓発や今後の連携と協働を念頭に進めています。 

  



 

 

  

地域社会とつながる教育活動（一部） 

学部 単元名 内容/（ ）は連携先 

小学部 特別活動 

「やったまクラブ」 

「おはなしの会」鑑賞 

（京田辺市のボランティア団体「朗読の会 萌え」） 

中学部 生活単元学習 

「中１竹フェスタ 

～地域の人と関わろう～」 

・竹の受け取り（近隣地区の自治会長） 

・竹を使ったおもちゃづくり（NPO法人「とんかち」） 

生活単元学習 

「八（はち）りんぴっく」 

ダンス鑑賞・体験の他、競技ゲストとして招待 

（同志社大学応援団チアリーダー部） 

作業学習 

「ビルメンテナンス」 

清掃活動 

（京都八幡高等学校南キャンパス・男山東中学校） 

作業学習 

「紙すき」 

コースター受注・納品 

（カフェシリウス AKARI・戸津池ゴルフセンター） 

高等部 生活単元学習 

「書を学ぶ」 

筆や墨の扱い方等「書道」の楽しさを学ぶ。 

（八幡市文化協会） 

作業学習 

「作業学習体験教室」 

「木工」「染色」体験教室の運営 

（関西大学団地再編プロジェクト「だんだんテラス」） 

特別活動 

「４組 works」 

近隣公園の清掃 

（八幡市役所管理・交通課） 

八幡市の行事 

「絆フェスタ」 

作業学習実演、体験教室の運営 

（男山中学校校区学校支援地域本部） 

綴喜郡の行事 

「障害者週間啓発事業」 

・街頭啓発として記念式典のチラシとウェットティッシュ配

りの手伝い 

・記念式典での舞台発表出演 

（綴喜二市二町「障害者週間」啓発事業実行委員会） 



 

イ 考察 

 

私達が、教育を学校内に閉じずに、そのめざすところを社会と共有・連携しなが

ら実現させるということを形にしたのが「地域社会とつながる教育活動」です。教

育内容と教育活動に必要な人的・物的資源等を、外部の資源も含めて活用しながら

効果的に組み合わせてきました。 

学校外の場における活動の設定と継続した授業改善により、児童生徒は学びの場

とできることの可能性を広げています。地域社会の方々と一緒に取り組む内容で、

楽しいことを共有したり、誰かの役に立つことを実感したりする等、自己肯定感を

高めています。 

また、この取組により地域社会において理解啓発が進み、本校の教育についての

認知度が上がってきています。本校が支援されるだけではなく、本校の児童生徒が

地域社会のニーズに応え、地域社会に貢献できる機会が増え、児童生徒の価値をさ

らに高めることにつながるという好循環が生まれています。 

児童生徒が地域社会の一員として、人に必要とされ、人の役に立つ経験をしてい

ます。このことが、互いに認め合い、かけがえのない人そして価値ある人として生

きていく社会、つまり共生社会の形成につながると考えています。 

今後も、社会や世界の状況を幅広く視野に入れ、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持ち、教育課程を介してその目標を社会と共有する学

校づくりに取り組んでいきたいと考えています。 

 

  



 

（６）まとめ 

 

学校教育目標を具現化・達成するために、カリキュラムを主たる手段としてマネ

ジメントを継続するにあたり、本校の場合はそのカリキュラムを支える条件（人、

物、財、組織と運営、時間、情報等）に、同一敷地に京都八幡高等学校があるとい

うことがあります。このことを最大限に有効活用し、かつ京都八幡高等学校だけで

はない地域社会の方にも積極的に働きかけ、社会に開かれた教育課程の観点からカ

リキュラムマネジメントに取り組んできました。 

研究２年目となる今年度は、新たに「教育課程マネジメント年間指導計画」の活

用による計画的でつながりのある指導、「主体的・対話的で深い学び」の視点による

授業改善の他、相互関連性をもたせた教育課程における交流及び共同学習の実践展

開、観点別評価の３観点による評価規準の取組による評価の可視化等による学習過

程の重視、そして地域社会で力を発揮することをめざす取組、の５点について成果

としてまとめました。 

改めて述べますが、本研究のテーマは「『一人一人の共生社会』につながる交流及

び共同学習」です。「一人一人の共生社会」には、①日々の授業改善・指導改善②日々

の授業で身に付けた力を交流及び共同学習で発揮③地域社会につながる活動におい

て必要な一人一人に合わせた手立てを整理、の３ステップによりアプローチするこ

とができました。高校生との交流及び共同学習という互いを理解し支え合う経験の

積み重ねが、共生社会形成の担い手を育てることや、共生社会形成の素地をつくる

ことにつながっています。また、地域社会の方と共に活動し、そこで児童生徒が活

躍することは、本校の教育活動の理解啓発につながっています。つまり、私達の研

究はこれからの共生社会をつくっていく若者を育て、児童生徒が暮らす地域社会の

方への理解を広げ、児童生徒が地域社会で豊かに生きる力を育むことにつながった

と考えています。私達は今後も、障害があってもなくても、地域社会の中で積極的

に活動し、その一員として自分らしく貢献し、豊かに生きることができる子ども達

を育てること、地域社会にこのような教育活動を知ってもらうこと等、共生社会の

形成に貢献する学校づくりを続けていきたいと考えています。 

私達はこの２年間、日々の授業や交流及び共同学習、地域社会とつながる教育活

動において力を発揮している児童生徒の姿を見て、自立してから社会参加するので

はない、社会参加しながら自立していくのだということを実感しました。次代を担

う子ども達が、人とのつながりのなかで誰もが成長できる姿をめざす授業づくりや、

そのなかで実施する交流及び共同学習の教育的有効性は、本校のような立地条件だ

からできることではなく、普遍的なものとして共有化できると考えています。 

 

 


