第Ⅱ部

研究報告

「通常学級の生 徒の 6.5%が発達障 害ではな いかと考えられ る 。」という調査結 果が報告
されていますが 、今、多くの 高等学校で 、学 習・生活・行動 ・人間関係の 形成 がスム ーズ
に行えない生徒 の姿が目立つ ようになり まし た。
・人と関わるこ とをせず、ス マートフォ ンば かりをさわって いる 。
・授業中の私語 が止まない 。
・会話が一方的 で、話のキャ ッチボール がで き ない。
・ささいなこと を指摘された だけでパニ ック を起こしてしま う 。
というような姿 です。
こうしたこと が一過性のも のでなく、 失敗 やトラブルを繰 り返す原因と なっている 場合
があります。発 達障害ではな いかと考え られ るケースですが 、 それが発達 障害による もの
であろうとなか ろうと、 改善 が望まれる こと に変わりはあり ません 。
このようなケ ースが増えて きている 状 況を 踏まえ、一人一人 の生徒をし っかりと理 解し、
本人や保護者と ともに必要な 手立て・支 援を 考える。また、 教育活動の内 容を工夫す る。
それが、間人分 校の研究の中 味です。本 日の 発表の柱 は、
① 生徒理解とアセ スメント、個 別の支援
② 授業のユニバー サルデザイン 化
③ つながる力の育 成
④ 教員のスキルア ップ
の４つです。そ れでは、研究 報告を始め ます 。
生徒理解から アセスメント 、個別の支 援に つなぐ流れにつ いて発表しま す。
間人分校では、 中高連携によ る情報の移 行に 始まり、 教員の 気づき、生徒 自身のセル フ
チェック、職業 適性検査、hyper-QU の 活用 、個人面談等を とおして、生徒一人一 人の重
層的な理解を心 がけています 。
教員の気づき を促進するた めに、基礎 学力 診断テストと 授 業スタートア ンケート、 教員
気づきアンケー トを行ってい ます。
セルフチェッ クには、社会 性チェック リス トと 進路準備状 況について整 理するため のシ
ートを使います 。結果は生徒 にフィード バッ クすると ともに ソーシャルス キルトレー ニン
グなど、教育活 動の参考にし ています。
職業適性検査 は、紙筆検査 だけでなく 器具 検査を実施して います。器具 検査は、ハ ロー
ワーク峰山から 器具を貸して いただき、 １ケ 月かけて昼休み に生徒を２人 ずつ呼び出 し、
１年生から３年 生までのすべ ての生徒に 対し て実施していま す。
hyper-QU は昨年度か ら導入しま した。今 年度は、大阪 市内で開催さ れた「学 級づくり
の鉄則セミナー」に教員２名が出席し、校内で研修成果を伝達してもらいました。

hyper-QU の分析 結果は教員の 気づきの裏 付 けとなり、指導・支援の方 向性を考え る際に
役に立っていま す。
個人面談は、 年間５回実施 しています 。ま た、生徒の指導 にあたっては 、 一方的に 叱る
ようなことは避 け、相談的な 対応を心が けて います。
生徒理解の取 組によって得 られた情報 は 集 約をし、教育相 談会議を開い て情報の共 有を
図ります。ここ から、個別の 支援が望ま しい と考えられるケ ースについて は、スクー ルカ
ウンセラーの活 用、丹後地域 教育支援セ ンタ ーよさのうみの 巡回 相談へと つなぎます 。進
路選択の段階ま で来たところ で進路連携 会議 を行い、進路の 方向性と支援 のあり方に つい
て確認を行い、 ケース会議へ と移行しま す。
進路連携会議 には、ハロー ワーク峰山 、京 丹後市障害者福 祉課、「くら し」と「し ごと」
の寄り添い支援 センター、障 害者就業生 活支 援センターこま ちなどの関係 機関 に出席 をお
願いし、研修・ 求人に係わる 情報提供や 職業 評価・就労体験 の段取りなど 、 さまざま な形
での協力を得て います。
支援のスタート は、教育現場 での気づき です 。教員は、気づ きの感度を高 めるための 努
力を怠ってはな らないと思い ます。教育 活 動 と教育相談が両 輪となり、本 人の成長と 保護
者の変容を促し ます。その際 に、本人・ 保護 者の 思いを尊重 することと、 関係機関と の連
携が大切です。 そして、こう した営みは 決し て一方的な援助 ではなく、当 事者と支援 者の
相互育ちであり 、支援者にも 成長をもた らす のだと思います 。
授業のユニバ ーサルデザイ ン化につい て発 表します。
「ユニバ ーサルデザ イン化 」とは 、支援が必 要な生徒にとっ ては「 なくてはなら ない 。」、
その他の生徒に は「あれば助 かる。」、そし て誰 にとっても「ある ことが妨げ にはならな い。」
さまざまな手立 て、つまり支 援を要する 生徒 を 基準にして組 み立てる授業 実践のこと です 。
まず本校では 、各教科にお いてふり返 り学 習 （ふりスタ） を取り入れて います。い きな
り教科書の内容 を扱うのでは なく、すべ ての 教科で、中学校 、小学校の内 容までさか のぼ
った復習を行っ ています。ま た、１年生 にお いては、総合的 な学習の時間 に国語、数 学、
英語の復習プリ ントに取り組 んでいます 。こ の取組において は、生徒の意 欲を高める よう
「間人式検定」 として実施し 、成績優秀 者を 「マイスター」 として認定し ています。 ３年
生と４年生の総 合的な学習の 時間には、 間人 式漢 字検定を行 い、生徒それ ぞれのレベ ルに
応じた学習に取 り組んでいま す。さらに 、数 学科では、教育 課程外の自主 学習 の取組 とし
て「間人式計算 ドリル」を行 っています 。対 象は１年生から ３年生までと しており、 毎朝
のＳＨＲで担任 がプリントを 配布します 。負 担感を持たせな いよう A４サイズ 、10 問に精
選した構成にし ており、提出 は義務づけ てい ませんが、 ６割 から７割の生 徒が毎回提 出す
るようになりま した。
次に、各教科 の工夫を紹介 します。
国語科では、 教科書の漢字 を黒板に書 き出 し、ふりがなを 添えています 。生徒の反 応を
待ち、言葉を拾 いながらクラ ス全体で読 みを 確認しています 。

地歴公民科で は、黒板 にマグネット 式の白 地図を貼り付け 、都道府 県や国の名称 、位置 、
周辺情報を関連 付けて学習し ています。
数学科では、 毎時間プリン トを配布し てい ます。教材を精 選することに よりスムー ズな
学習を促すとと もに、返却し たプリント をフ ァイルに綴じさ せ、前時のプ リ ントを参 考に
しながら主体的 に学習に取り 組めるよう にし ています。その 工夫が、成果 として「間 人式
計算ドリル」の 定着につなが っていると いえ ます。
理科では、実 験器具などを 提示する際 に、 実物を教室に持 って行き、手 に取らせて 意識
づけるようにし ています。
英語科では、図 を入れたシ ートを作成 し、イ メージを持たせ ながら単語を 覚えさせま す。
カタカナで発音 を表示するこ とにより、 声を 出しやすくする 工夫も行って います。ま た、
音読をする際に はクラス全体 で輪になり 、お 互いの声を聞き とりやすくす るとともに 協働
の意識をもたせ る工夫を して います。
商業科では、 教材提示装置 を使って、 配布 したプリントを そのままスク リーンに映 し出
し、複雑な指示 を伝わりやす くしていま す。
こうした手立 ての効果を高 めるために は、 授業 のルールを 徹底すること と ほめ方を 工夫
することが大切 だと考えてい ます。
「何をし な ければいけない のか」また「何をし てはいけ
ないのか」をは っきりさせる ことにより 、生 徒は活動しやす くなり、 また 、余計なこ とを
して注意される 場面を回避す ることがで きま す。指示が通りや すくなり、そ の結果とし て、
たとえばきれい に整理された ノートがで きあ がります。きれ いなノートが でき上がれ ば、
そのことを取り 上げてほめる ことができ ます 。ほめてもらう ことにより、 望ましい行 動が
さらに強化され 、正のスパイ ラルが生ま れま す。
私たち教員は 、直すべき点 を指摘する こと 、言わばダメ出 しをしがちで 、 良い点を 見つ
け出してほめる ことを余りし ようとはし ませ ん。上手に ほめ ることは、む ずかしいこ とな
のだと思います 。消極的な方 法かもしれ ませ んが、 相槌を打 つことは大変 有効だと思 いま
す。無条件に生徒の 発言や行動 を支持する こ とになるからで す。これも 、
「承認 する」とい
う一つのほめ方 です。
もちろん、積 極的な方法も 研究してい ます 。 国語の作文練 習や英語の英 文の暗唱 に おい
ては、クラス全 体で取り組み 、 たとえば 「漢 字で書けました ね。」「最後ま で覚えられ まし
たね。」というように、で きたことを 確認し、一人一人が頑張 れたと感じて いることを 取り
上げて、「その場 で」「すぐに 」「具体的 に」 ほめる。他には、「ノートの 内容を丁寧 に整 理
し、復習をして いる様子がわ かればプラ ス評 価をする。」「プ リントがしっ かりとでき あが
ったらシールを 渡し、ファイルに貼 っていく。」というよ うに頑張っ たことが形や 結果に現
れるような工夫 をしています 。
テスト問題の 作成について も教科間で 協議 し、 工夫をして います。生徒 の混乱を少 なく
しスムーズに解 答できるよう 、
「一 つの設問で 問うことがらを 一つに絞る。」
「 解答 らんの作
り方を工夫する。」
「例 を示す。」見易さを 考え 、
「文字の サイズを標準 より大きく する。」
「フ

ォントは丸ゴシ ック体を用い る。」「行間 を詰 め過ぎず、図は 大きめにする 。」などで す。
次に、つなが る力の育成に ついて発表 しま す。 社会に参加 することは、 人とつなが るこ
とだと言っても いいと思いま す。 他と協 調し ながら、自分の 考えを主張で きる力を 育 むた
めに、教育活動 のさまざまな 場面に コミ ュニ ケーションとプ レゼンテーシ ョンの要素 を取
り入れています 。
まずは短歌講 座です。短歌 講座は、１ ・２ 年生 用のメニュ ーと３・４年 生用のメニ ュー
を用意していま す。１・２年 生では「親 しま せる」ことを目 的として百人 一首のカル タ取
りを行いました 。３・４年生 では短歌の 創作 に取り組みまし た。この写真 は、鳴き砂 で有
名な琴引浜に行 き、創作活動 をしている 様子 です。全員が一 首から三首の 短歌を作り 、作
品発表を行いま した。生徒作 品を京丹後 市小 町ろまん短歌大 会に応募した ところ、４ 年生
の作品が佳作を 受賞しました 。
次に茶道体験 です。３・４ 年生を対象 に実 施しました。 講 師は京丹後市 内で茶道教 室を
されている方で 、礼の仕方・ お茶の点て 方・ 出し方・いただ き方 をしっか りと教えて いた
だきました。伝 統文化の良さ と和敬清寂 の精 神、 人をもてな すことの基本 を学びまし た。
続いて自己Ｐ Ｒ力向上講座 です。 京丹 後コ ミュニティ放送 ＦＭたんごか ら 講師を招 いて
実施しました。 一人一人がＰ Ｒを行い、 講師 からアドバイス をいただきま した。 １・ ２年
生は丹後の魅力 、３・４年生 はインター ンシ ップや就職・進 学の試験に向 けての意気 込み
をＰＲしました 。
毎年、文化祭 に地元の老人 会の方たち を招 き、交流をして います。 昼休 みには育友 会に
うどんを作って もらい、参加 者 全員で食 べま す。この取組は 、毎年の恒例 にな ってお り、
老人会から太鼓 やダンス に入 るよう誘い があ ると、生徒たち は尻込みする ことなく参 加を
しています。
本研究事業の スーパーバイ ザーである 佛教 大学菅原伸康准 教授のゼミの 学生さんた ち５
名に来てもらい 、１・２年生 はスポーツ 、３ 年生は 室内ゲー ム、４年生は サイコロト ーク
で交流を楽しみ ました。交流 の内容は生 徒が 企画したのです が、１・２年 生に比べて ３年
生、４年生は、 よりむずかし い内容に挑 戦し てくれたと思い ます。
こうした活動 を行うことに より、 自主 的な 取組においても 、 生徒たちが 外に出て積 極的
に活動するよう になりました 。毎年、丹 後府 立高校校長会の 主催で実施さ れる丹後府 立高
校・与謝の海支 援学校交流会 には、昨年 度か ら参加を始めま した。また今 年度は、丹 後教
育局が主催する 小学校の放課 後学習を支 援す るボランティア 活動の「 プラ スワンスタ ディ」
にも参加をする ようになりま した。
次に、１年生 の取組である 「つながる 力向 上プログラムα 」について、 説明します 。 本
校は平成 23 年 度に京都府教 育委員会学 力向 上フロンティア 校の指定を受 け、それ以 来、
さまざまな取組 を進めてきま した。授業 のユ ニバーサルデ ザ イン化により 、生徒対象 のア
ンケート調査に おいては「授業がわ かりやす い。」と答 える生徒が大 多数を占め るようにな
りましたが、そ の一方で、コ ミュニケー ショ ンに関する課題 が見えてきま した。具体 的に

は、「挨拶をする 。」「わから ないときは 質問 をする。」といっ た、社会生 活において 最も 基
本的なコミュニ ケーションス キルが、十 分に は身についてい ないという 課 題です。こ のこ
とは、インター ンシップなど における 企 業の 方の評価からも 裏づけられま す。
昨年度、１年 生を対象とす る「つなが る力 向上プログラム 」をスタート させ ました 。昨
年度の内容は、 担任が中心と なって試行 錯誤 の末に創りあげ たもので した が、今年度 は生
徒アンケートの 結果を参考に しながら、 ソー シャルスキルト レーニングを 多く取り入 れた
内容にリニュー アルし、計画 的・組織的 な実 施に努めてい ま す。また全国 の先進校を 視察
するなど、教員 がスキルアッ プに努めな がら 内容の充実を図 っています。
１学期と２学 期に実施した レッスンの 概要 について紹介し ます。 副校長 室と相談室 を利
用したソーシャ ルスキルトレ ーニング で す。内容は、
「入退室 」と「荷物 を届ける。」
「 面接
を受ける。」「イ ンタビューを する。」で す。 相談室には１年 生の授業を担 当している 教員 、
副校長室には副 校長を配置し 、全員に両 方の 部屋に行かせま した。同じ内 容でも、人 や場
所を変えること には効果があ り、生徒は ＴＰ Ｏを意識するよ うになりまし た。 また、 １学
期と比べて２学 期には向上が 見られまし た。 普段は人と話さ ない生徒にも 一定の努力 をす
る姿が見受けら れ、態度が柔 らかくなり まし た。また、全員 がオンとオフ のモードの 切 り
替えの必要性を 理解したよう に感じられ ます 。
本校は、一昨 年度から、愛 知県立刈谷 東高 等学校の兵藤友 彦教諭が実践 しておられ る学
校設定科目「演 劇表現」の 内 容を取入れ るよ う試みています 。その内容を 言葉で表現 する
ことは簡単では ありませんが 、ペアワー クや グループワーク をとおして 感 情や相互の 関係
の変化を促し、 自然な態度で 人とつなが る力 を育むものであ ると言っても いいのでは ない
かと思います。 今年度も９月 と２月にワ ーク ショップをお願 いしています が、９月に は人
と協調的な態度 で向き合うこ と、グルー プで 活動することの 楽しさを知っ てくれたと 思い
ます。
他の学年の取 組を紹介しま す。２年生 では 、企業見学を実 施しました。 老人福祉施 設で
職員が入居者と 関わる様子、 スーパーマ ーケ ットのバ ックヤ ード、自動車 部品工場の 製品
加工の現場など 、普段は見る ことのでき ない 職場の様子を見 学しました。 ３年生では 、イ
ンターンシップ を実施してい ます。一人 一人 を京丹後市内の 別々の事業所 で、実際の 業務
を体験します。 ３年生、４年 生では社会 人講 話を 行います。 進路の選択・ 実現のため に参
考となる内容に 加えて、４年 生ではマネ ープ ランや消費生活 問題など、 社 会的な自立 に役
立つ内容を取り 入れています 。
修学旅行は３ 年生で実施し ています。 沖縄 、２泊３日の旅 行ですが、今 年度から民 家宿
泊体験を取入れ ました。ホテ ルでの宿泊 では 体験できな い、濃 密な人との ふれ合いが あり 、
生徒たちはとて も感動してい ました。
学校全体の取 組を２つ紹介 します。
７月に聴覚障 害理解学習会 を実施しま した 。講師は本校の 卒業生で、現 在は京都市 内の
大学に通ってい ます。聴覚障 害について 共感 的に理解を し、 自立への思い を受け止 め 、周

囲からの支援の 在り方につい て考える機 会に なりました。同 時に、先輩の 姿が一つの 模範
となり、進路に 対する考えが 深まりまし た。
11 月に は上級学 校見学を 実施し ました。 本校の卒業 生は、大 学に進学 するこ とがほと
んどありま せん。わ が国の大 学進学 率は 50％を越えま したが、 本校の生 徒にと って、大
学は身近である とは言えませ ん 。そこで 全校 で福知山市内の 成美大学並び に成美大学 短期
大学部を訪問し ました。午前 中は学校説 明、 午後は模擬授業 を受講しまし た。また、 昼休
みには学食で昼 食を摂り、正 に一日大学 生体 験をしました。 この取組は生 徒に とって 新し
い世界を知るこ とであり、進 路に関して 視野 を広めることに つながりまし た。
最後に、教員 のスキルアッ プ と丹後地 域支 援学習会につい てお話しした いと思いま す。
本校における特 別支援教育の 実践は まだ まだ 建設途上ですが 、全体の取組 としてしっ かり
根付いてい ます。23 年度は 足並み がそろわ ない感じで したが、 昨年度か ら全員 が 一つに
なって走り出し ました。
校内研修とし ては、４つの 研修会 （※ 「発 達障害のある生 徒への指導・ 支援とソー シャ
ルスキルトレー ニング」「障 がい者の就 業の 現状と課題」「生 徒理解・保 護者理解と スト レ
スマネジメント」「障害者の 職業評価」） を実 施し、教員全員 が受講してお ります。 こ のう
ち、
「障がい者の就業 の現状と課 題」は網野高 校の本校と分校 が合同で行っ たものです。ま
た、
「障害者の職業評 価」は公開研修 会とし、近隣の学校とハ ローワークな ど関係機関 にも
参加を呼びかけ たところ 13 名の参加 があり ました。
今年度の京都 府総合教育セ ンターの特 別支 援教育に係わる 講座の受講状 況は、20 講座、
延べ 22 人です。
丹後地域教育 支援センター よさのうみ の、土曜講座には、延 べ８ 人が受 講しており ます 。
また、特別支 援教育コーデ ィネーター によ る研究協議会、 大学や 大学の 附属特別支 援学
校、発達障害者 支援センター が行う公開 研究 会など、合計 27 の機会に延 べ 33 人が 参加
しました。
先進校の視察 についても全 国の高校、 大学 、医療少年院、 合計 14 校を 延べ 16 人 が訪
問しています。
このたびの文 部科学省から の指定をき っか けとして、本校 と本校育友会 が主催し、 丹後
地域支援学習会 を開催してお ります。 さ まざ まな課題のある 高校生に適切 な支援を行 い、
社会的な自立を 促進するため に、私たち は何 をすればよいの か、地域ぐる みで考え ま しょ
うという趣旨の もので、本日 も第４回丹 後地 域支援学習会と して 実施して おります。 おか
げさまで、延べ 400 名以上 の皆様に御 参加 をいただきまし た。学習会の たびに生徒 の発
表を取り入れさ せてもらい、 本当によい 学習 の機会となりま した。 以上が 、本校から の研
究報告です。

