第Ⅱ部 研究報告（要旨）
「気づく」

「支援する」

生徒理解と相談体制の充実 学力とコミュニケーション力の向上 個別の指導・支援
まず、間人分 校では、中 学生に適切な 学校 選択をしてもら える
よう学校見学会 や合同入学説 明会を実施 して います。学校見 学は、
希望者の都合に 合わせて、 生徒本人だけ でな く保護者や中学 校の
先生にも来ても らっています 。
間人分校は、さ まざまな教 育活動を「気 づく 」⇒「支援する 」
⇒「送り出す」 流れとして 体系化し、自 立し た社会人の育成 をめ
ざしています。
第一の「気づく 」の段階で すが、 入学し た生 徒の理解を促進 す
るために、中学 校との連絡会 を３、６、 ９月 に実施していま す。
入学生の基礎 学力を把握 するために、 国語 ・数学・英語の 基礎
学力診断テスト を行います。漢字が正確 に書 けない、たし算と かけ算を混 同している など 、
具体的な実態の 把握に努めて います。併せて 、授業スタートアン ケートを実施 し、
「先生の
話を聞くこと」
「黒板か ら ノートに 写すこと」
「教科書を 読むこと 」などの 項 目につい て「得
意ですか？不得 意ですか？」 と問いかけ 、一 人一人 の授業に おける「困り 感」を把握 する
ようにしていま す。
一年間に５回の 面談週間を設 定し、これ を個 別支援の入口と しています。 会話 が困難 な
生徒には、筆談 や交換日記な ど の方法で 生徒 との意思疎通を 図っています 。 また、今 年度
から hyper-QU 検査を導入 しました 。生徒理 解を促進し 、よりよいク ラス作りに 役立てて
います。はじめ ての取組です ので、教職 員研 修会を実施し、 全教職員の共 通理解と情 報 の
共有を図りまし た。
２週間に一度 、担任会を 開 き、各学年 の取 組と生徒一人一 人の様子につ いて情報 を 交換
しています。気 になる生徒の 指導 の方向 性を 見出すなど、と てもよく機能 しています 。担
任会を受け、全 教職員による 「まなざし 会議 」を 行い、学校 全体の短期目 標（あいさ つの
励行、みだしな みを整えるな ど）を設定 し、 日常的な課題の 改善に取り組 んでいます 。
１年生から３年 生までを対象 に職業適性 検査 を 実施していま す。紙筆検査 だけでなく 器
具検査を行い、 個人の特性や 職業適性を 把握 し、進路指導に 活用してい ま す。
間人分校では、 全教員が全ク ラスの授業 を担 当しています。 これをメリッ トとして最 大
限に活かし、全 教員による気 づきアンケ ート を実施していま す。生徒 一人 一人の困り や特
性を全教員で共 通理解し、個 別の指導・ 支援 に活かしていま す。
入学当初に行う 養護教諭との 教育相談を 皮切 りに、スクール カウンセラー や 専門機関 へ
の相談につない でいます。ス クールカウ ンセ ラー は、２週間 に１回で、１ 回あたりが ６時

間となっていま す。特 別な教育的支 援を要す ると考えられる 生徒について は、
「 丹後地域教
育支援センター よさのうみ」 の巡回相談 を活 用して います。 その結果、療 育手帳を取 得し
高等技術専門校 に進学したケ ースや「医 療・ 福祉」機関との 相談につなが ったケース があ
ります。特別な 教育的支援を 必要とする 生徒 については、毎 月行う 学校教 育相談会議 で情
報共有をし、一致し た対応に努 めて います。
「 漢字が読みにく い」
「言葉が出な い」
「運動が
苦手である」な ど、学習上の 配慮が必要 な生 徒については、 個別の指導計 画を作成し 、組
織的・計画的な 対応をしてい ます。ほと んど の教科 において 教員数が１名 であるため 、学
校全体で取り組 まなければ、 指導内容を 充実 させることが容 易ではありま せん。
第二の「支援 する」取組の 特徴的なも のと して、３つ紹介 し ます。
一つ目は、ふり スタと間人式 検定です。 基礎 学力診断テスト の漢字の書き 取り の結果 を
分析すると、小 学校３年生以 降の問題の 点数 が極端に低くな っています。 他の教科に おい
ても、同様の傾 向が見られま す。間人分 校で は１年生を中心 に 、全教科で の振り返り 学習
を行っています 。特に、国語 ・数学・英 語に ついては総合的 な学習の時間 を活用し、 週 に
一時間、授業の 復習とチェッ クテストを 実施 しています。こ れを間人式検 定としてシ ステ
ム化し、成績優 秀者を「マイ スター」と して 表彰しています 。
二つ目は、授業 のユニバーサ ルデザイン 化で す。ユニバーサ ルデザイン 化 とは、生徒 の
学習上の困りを 軽減するため の授業改善 です 。学習上の 困り のあるなしに 拘らない、 すべ
ての生徒に役立 つ支援でもあ ります。ユ ニバ ーサルデザイン 化の大きな柱 は３つあり ます 。
「視覚化」「構造 化」「協働化 」です。 た とえ ば、多くの教科 で授業をパタ ーン化する とと
もに授業の流れ を明示してい ますが、こ れは 生徒に見通しを 持たせ、緊張 感やとまど いを
なくする工夫で す。ユニバー サルデザイ ン 化 を効果的なもの にするために は「 一定の 秩序
と安心感、一貫 性」が必要で す。そのた めに 、並行して授業 中のルールを 徹底させる 取組
を行っています。
「机 上の整理」
「立 ち歩きな どの動きのコン トロール」
「発言 のルールの 徹
底」の３点を重 点的に取り組 んでいます 。こ うした取組によ り、生徒向け 学校評価ア ンケ
ートでは、生徒 の９割が「先 生方はわか りや すい授業をして いる」と 答え るようにな りま
した。
三つ目は、コミュニ ケーション力 の向上です 。インターンシップ の受入れ先か ら、
「挨拶
ができない」「声 が小さい」「 自分から尋 ねる ことができない 」などの指摘 をいただき まし
た。つまり、言 葉のキャッチ ボールがう まく できない弱さが 課題として浮 かび上がっ たの
です。自己表現 レッスン、ソ ーシャルス キル トレーニングを 取り入れ、 自 分の気持ち を伝
えられる、相手 の気持ちを理 解できる力 を育 成します。コミ ュニケーショ ン力の育成 の取
組の一つとして 、今年度から １年生 の総 合的 な学習の時間を 利用して、週 に一 時間「 つな
がる力向上プロ グラム」を実 施していま す。 今年度より始め た新しい取組 です が、愛 知県
立刈谷東高等学 校の兵藤友彦 教諭の「演 劇表 現」 の実践など 、先進校の取 組を導入し なが
ら、他者に対す る気づきや信 頼を育 てる 試み を実施していま す。
定時制通信制の 高等学校では 、生活体験 発表 大会を実施して います。各学 校の代表生 徒

による都道府県 大会と各県の 最優秀生徒 によ る全国大会があ るのですが、 昨年度まで は府
大会に出場する 代表生徒を指 名していま した 。今年度からは 、生徒に自分 自身 を見つ め直
させ人間的な成 長に気づかせ たい、人前 で発 表する力を身に つけさせたい という思い から 、
４年生全員によ る校内予選を 行うことに し ま した。それぞれ が困難や課題 を克服して きた
自分を再確認し 、これからの 人生の糧に する ことが できたと 思います。
間人分校は、社 会人講師を活 用し、生徒 にさ まざまな経験を させています 。茶道体験 、
短歌講座、自己 ＰＲ力向上講 座、アコー ステ ィクコンサート などです。最 後に、短歌 講座
の中で、生徒が 作った作品を 一首紹介し ます 。
「友だちと仲良 く海でさわい だら帰りは ずっ と笑い合うんだ 」
人とのコミュニ ケーションの 在り方を端 的に 言い表している と思います。

「送り出す」

進 路 実現 のた めに

進路指導部の取 組を４つに分 けて報告さ せて いただきます。
報告の内容は、 学年別の進 路指導計画に つい て、２年生の企
業見学について 、３年生の インターンシ ップ について、そし て
生徒の進路実現 を促進するた めの進路連 携会 議の取組につい てです。
本校の進路指導 は、まず 、１年生 の段階では 自 己理解です。担任面談を 繰り返しなが ら、
自分自身の得意 なことや不得 意なこと、 適性 について理解を 深めていきま す。次に、 ２年
生では、企業見学 や分野別ガ イダンスを 通し て、働くことの意 義や職業に ついて考え ます 。
３年生では、進 路実現の力を つけるため 、イ ンターンシップ を中心に取り 組みます。 そし
て、４年生では 、いよいよ進 路実現の援 助で す。
２年生の企業見 学ですが、こ うした取組 も必 要だということ で、今年度か ら始めまし た。
京丹後市内の総 合老人福祉施 設、鉄工所 、自 動車関連工場を 見学しました 。老人福祉 施設
で職員と利用者 がふれ合う姿 を見るとか 、工 場で大きな音や 振動を感じる という体験 が、
テレビで見たり するのとは違 い、強い印 象を もち、「働くとは こういうこ とか。」と実 感で
きるようです。
３年生のインタ ーンシップで すが、生徒 の発 表にありました が、７月に３ 日間、実際 に
仕事に行きます 。事前に書類 を書いたり 、挨 拶に行ったりし て、そういう 場面でどの よう
にしたらいいの かを学びます 。仕事場に は教 員が見に行きま すし、体験の 様子を踏ま えて 、
生徒とより内容 のある話をす ることにも つな がります。生徒 の発表にあっ たＦＭたん ごで
は、実際に放 送をしまし たので、
「 ええ声しと ったやないか。」と励ます こともでき ました。
インターンシッ プは、今年３ 年目で、よ うや く定着してきた かなという感 じです。も う少
し、体験を増や したいという 生徒もあり ます ので、企業にお 願いをして受 け入れても らっ
ています。
４年生の進路実 現ですが、求 人票の中か ら選 んで応募すると いうやり方で は進めるこ と

がむずかしい生 徒について、 特別支援教 育コ ーディネーター 、生徒支援コ ーディネー ター
と協力して、ハ ローワーク、 障害者就業 支援 センター、市役 所の担当課に 出席しても らい
進路連携会議を 開きます。協 力体制を作 った 上で、個々のケ ースについて 、保護者も 交え
てどういう進路 の方向がよい のかを相談 しま す。
この他の取組と して、３年生 では社会人 講話 を実施していま す。今年度は 、３回、地 域
で工場を経営す る社長さん、旅館の女将 さん、美容師をしてい る卒業生にお 願いしまし た。
社長さんは、ざ っくばらんに 声をかけて 生徒 の反応を見なが ら話をしてく れ ましたし 、女
将さんは旅館を 経営する苦労 や人をもて なす ということにつ いて話をして くれます。 卒業
生は、これから の取組となり ますが、高 校と 職場との違いを 教えてくれる と期待して いま
す。
３年生を終えた 春休みに、保 護者にも来 てい ただいて４者面 談をします。 そこで、希 望
の進路を尋ねた りしながら、 考えを深め させ 、具体化させま す。４年生に なると、履 歴書
の書き方を教え 、書いたもの を直させ、 何度 も面接の練習を 繰り返します 。面接練習 で生
徒は、はじめは「 何を言われ るのか。」と 嫌な ようですが、繰 り返すうちに 、自分から して
ほしいと言うよ うになります 。そして、 自分 に足りないとこ ろは何か、そ こに気づき なが
ら直していって います。細か いことです し、 生徒にとっては ストレスにな ることかも しれ
ませんが、いろ いろな先生に 支えられな がら やっています。
選考がすんで、 不調ならそれ で終わりと いう こと ではありま せんし、何度 でもチャレ ン
ジできるよう指 導します。合 格 した生徒 も、 今のままでいい のかというこ とで、力を 高め
させるようにし ます。毎日の 指導の中で 、少 しでも生徒を良 い方向に導く よう努力し てい
ます。

教職員のスキルアップ

教職員研修会と先進校視 察

本題に入る前に 間人分校の 職員の年齢構 成で すが、我々４人 の部
長は年が大きい です。残り 半分は、大体 ２０ 代か３０代でと ても若
いです。我々にと ってもそう ですが、い くつも の研修の機会が あり、
若い先生たちは 本当に力をつ けたと思い ます 。
さて、校内研修 の目的ですが 、大きくは 、生 徒のコミュニケ ーション力の 向上、発達 障
害の理解と支援 、研究授業に よる授業力 向上 の３つです。研 修内容は、１ ０項目あり 、外
部講師やスクー ルカウンセラ ーなども積 極的 に活用しました 。
「今、ここにあ なたといるこ とレッスン 」と いうのは、生徒 の発表にも あ りました「 演
劇表現」の実践を 学んだもの です。生徒の コミ ュニケーション 力の向上とい うことです が、
私は、割り箸を 使ったペアワ ークが成功 しま せんでした。成 功したから、 相手のこと がわ
かるということ でもないと思 いますが、 心を つなげようとす る努力はした と思います 。相
手のことを思う ことが大切だ ということ に気 づきました。

「障害の理解と 支援の基本」
「授 業における 特 別な教育的支援」と いうことで、京都 府総
合教育センター の大森先生に は何度も来 てい ただきました。 発達障害のあ る生徒がど んな
困り感を持って いるかである とか、どの よう に接したらいい のかを教えて いただきま した 。
私も、ある生徒 と話をすると きに、大森 先生 のお話しを思い 出して、ゆっ くりと柔ら かな
口調で話をする と、ずい分、 内容を深め るこ とができました 。研修の中で 、大きな気 づき
ができたという ことが非常に ありがたか った と思います。大 森先生の他に も、多くの 先生
に授業を参観し ていただき、 授業改 善を 進め ることができま した。
佛教大学の菅原 准教授からは 、特別支援 教育 について丁寧に 教えていただ きました。 特
に、今月の始め に、３名の学 生さんを連 れて 来ていただき、 教育実習やボ ランティア 活動
での経験を聞か せてもらった り、間人分 校の ことを聞いても らったりして 、交流を行 いま
した。日頃、大 学生と話した りすること もあ りませんから、 新鮮な気持ち でいろいろ なこ
とを再認識する ことができま した。
スクールカウン セラーからは 、本校生徒 のカ ウンセリング事 例に基づいて 、発達障害 の
特性理解や支援 、ソーシャル スキルトレ ーニ ングについて 、 細かなところ まで話をし てい
ただきました。
先進校視察です が、ソーシャ ルスキルト レー ニングやキャリ ア教育、柔軟 な教育シス テ
ム、ユニバーサ ルデザイン化 について学 んだ り、学校相互の 交流を行いま した。まず 、ホ
ームページ等で 視察先のこと を調べ、実 際に 見学をして話を 聞き、帰って から校内で 報告
を行います。全 国各地、広島 県、四国、 愛知 県、富山県、北 海道の定時制 の高等学校 、特
別支援学校に行 っております 。
定時制高校では 、働きながら 学ぶ場から 変化 をしている。今 は、学ぶこと も働くこと も
支援しなければ いけないとい う話を聞き まし た 。また、不登 校などいろい ろな事情が あっ
て、学び直しを させることが 現在の定時 制の 重要な役割であ るという話を 聞きました 。さ
まざまな課題を 持つ生徒に配 慮して、二 部制 ・三部制、単位 制、定時制で あっても３ 年間
で卒業できる仕 組みなど、柔 軟な教育シ ステ ムを整備してい る学校が多か ったです。 授業
のユニバーサル デザイン化も 進めておら れま したし、これは特 別支援学校 も含めてで すが、
ジョブサポート ティーチャー を活用して 地域 の企業と連携を 深め、就労支 援に取り組 んで
おられました。

