
特別支援教育支援員①研修 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「再点検！個に応じた指導・支援の実際」 
   ～発達障がいの理解と具体的な指導・支援の在り方～ 

Web会議による遠隔講義

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 講師 後野 文雄 氏（特別支援教育士スーパーバイザー） 

令和２年８月４日（火）     

☆  
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研修で 

 学校が 

  変わる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別支援教育支援員① 
研修まとめ    

【研修のねらい】 

■発達障がいの特性を理解し、日常の支援に活かす。 

特別支援教育の理念 

児童生徒一人一人の教育
的ニーズを把握し、適切
な指導及び支援を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インクルーシブ教育 

障がいのある者と障がいのないものが共に
学ぶ仕組み 

個人に必要な「合理的配慮」が提供される
等が必要とされている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合理的配慮とは 

①必要な配慮は提供しなければならない 

②みなと同じにできないから支援する 

③特別扱い＝ずるいという考えは古い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発達障害とは 

LD(学習障がい） 

ADHD 
（注意欠如多動性障がい） 

ASD 
(自閉症スペクトラム障がい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべての子どもを支えてこそ学校である 

気づきから始まる理解と支援 

困った子ども     困っている子ども 

子ども側の支援から学習上の課題、生活上
の課題に気づく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４つの障害+１ 

コミニュケーションスキルの障がい 

ソーシャル・スキルの障がい 

アカデミック・スキルの障がい 

モーター・スキルの障がい+感覚の問題 

受講者のプラン・・・私はこの学びをこう活かす  ～部分抜粋～ 
○児童に、どのような合理的配慮をすればよいのかを考えていく必要があるのかは、日々の児童からのサインを見取ることが  

 大切だと思った。困り感を少しでも取り除いていけるよう、担任と共通理解を図りながら支援していきたい。 

○発達障がいのある児童は、「困った子」ではなく「困っている子」だということを念頭に置き、関わっていきたい。 

○個人に必要な合理的配慮を公正に行うことができるよう、周りの子どもの障がい理解促進も図っていきたい。 

○全員が同じようにできること、それに合った支援をしていくことが大切だと思った。そのことを忘れないよう日々努めてい  

 きたい。 

“自分以外の人が、自分と・・・” 

・同じモノを見ている 

・同じ形に見えている 

・同じ音を聴いている 

・同じ感情を持っている 

 

のではな
いことを
まず自覚
する 

サインを読み取ろう 

・姿勢・鉛筆の持ち方 

・靴の履き方・目の動き 

・言葉の使い方 など 

発達障がいの世界 
 
・顔認識が苦手 
・全体を見ることができない 
・部分を捉えてしまう 

心の理論の欠如 
 
・他人の視点に立つことが苦手 
・相手の気持ちが理解できない 
・言葉を字義通りに解釈 
・場面理解が弱い 
 
 
授業改善 
・子どもの思考の流れに沿った授業構成に         
 なっているか 
・予想される子どもの反応に応じた支援や  
 手立てが盛り込まれているか 
・子どもにとって分りやすく、答えやすい  
 発問が用意されているか  

受講者のプラン・・・私はこの学びを日常の支援にこう活かす  ～部分抜粋～ 
○姿勢と脳の関係について学んだので、具体的で子どもに分かりやすい声かけなるようつなげていきたい。 

○自分の感覚と相手の感覚が同じではないということは支援する上で忘れてはならないと感じた。とにかく具体的に一つ一つ  

 伝えることを心がけ、また指示だけでなく褒めてフォローするということも意識しながら関わっていきたい。 

○子どものサインについて、姿勢や鉛筆の持ち方、靴の履き方、足元について具体的に示していただいた。区切って指示を出  

 すなど、関わり方もとても参考になった。困り感を理解して、声かけの方法を考えていきたい。 

○正しい鉛筆の持ち方をしないと脳の疲労感が違うと知り、将来を見据えて支援したいと思った。学びの姿勢に丁寧に関わり、        

    具体的な指示を出していきたい。 

発達障がいの理解 

発達障がいのある人と向き合う時の 

ポイント 



鳥取市教育センター 研修企画係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「一人一人が輝く学校のために」 

     

「魅力」ある授業   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ファイル名 

実施日 口座番号（講座名）まとめ 

コラボ研修の場合は列記 

 
Exp.   R2.5.15_21001（授業づくり研修①）まとめ.pptx 

☆めあてを明確にする 

☆学び合いの時間の確保  

★ 

 講師 中尾 繁樹 氏（関西国際大学 教授） 

令和２年８月１８日（火）     

 協議に代替して議論をさせる 

・教師の一方的講義ではなく生徒同士の対話を 

 入れる 

伝統的授業で目的が達成されない場合の対処 
教師主導型の否定➡アクティブ・ラーニング的    

         対話を導入することで改善 

・練り上げ過程をワークシートによるグループ 

 協議に代替して議論をさせる 

・教師の一方的講義ではなく生徒同士の対話を 

 入れる 

「徹底」による基礎学力の習熟 

☆  

★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◇授業改善の実践事例から学ぶ 
～全国学力調査の結果から見える 

    学力上位県と停滞県の特徴～ 

・低学力に危機感 

・他県を視察 

・授業改革に加えて学校経営改革  

・改革を推進するリーダーシップの存在 

・意識改革に焦点  

・学校経営改革の手段は校長面談と 

 ＰＤＣＡ 

■上昇県に共通すること 

・言い訳が多い  

・学力観が多元的  

・やっていることのみの主張で成果に言及せず  

・マネジメントの非効率  

・内に籠っている 

■学力停滞県に共通すること 

・小中学校ともに低下傾向  

・算数の授業が好き・よく分かる➡平均以下  

・導入に時間がかかり過ぎて適用題・振り返 

 りが不十分  

・教員が一方的に「めあて」や「まとめ」を 

 提示  

・「めあて」が抽象的で学習の見通しが持て 

 ない 

・「めあて」と「まとめ」が正対してない 

■本県の課題 危機感不足！ 

研修で 

 学校が 

  変わる 

 ①  子どもが示す問題は、家庭と学校と社会という器の中で継続的 

    に起こる  

 ②  「困った子」ではなく「困っている子」であり、子どもの発達 

        を支援するのが「親」「教師」「医師」らの役割 

 ③ 家庭・学校の成育歴を理解・想像し、二次的な要因を解くヒン 

        トを探る 

まとめ    
特別支援教育ステップアップ研修②    
特別支援教育支援員研修②（選択B）    

学校司書研修（選択B）   

     県立福祉人材研修センター 

【特別支援教育主任】 

  ○自校の個別の指導計画は視点が少なく、偏ったものであることがわかった。多様な視点をもってアセスメントす 

   ることの大切さを学んだ。早速自校の個別の指導計画を見直したい。 

 
  ○私がやりたいと思ったことは以下の３点。①支援の必要な児童一人一人に対して見取りを丁寧に。②指導がひき 

   つけられる活動を工夫する。③感覚だけでなく数値で評価して客観的な記録を取り、次につなげる。 

   一番心に残ったのは「通常学級の中で“自立活動”の視点を持って授業をする」という言葉だった。通常学級担任 

   にも伝えて工夫の仕方を共有できるようにしたい。 

 
  ○これから個別の指導計画の評価と次の短期目標の設定をするので、講義内容を活かしたい。実態把握は指導いた 

   だいたと点でやり直しが必要だ。 

 
    

 

【研修のねらい】■個別の指導計画の作成について理解を深め、個に応じた指導・支援の充実を図る。 

個別の指導計画作成においての子どもをみる視点 

①児童生徒の発達上の視点をベースにした 

 「何ができるようになったか」という成 

 果を明確にする「Ｏｕｔｃｏｍｅ」評価 

② 個別の指導計画に挙げられた「目標設定 

 と指導内容の適切さ」という指導者側の 

 計画の妥当性を評価する「Ｐｌａｎ評価」 

自 立 活 動 の 評 価 

○この研修を通して、子どもを様々な視点からしっかり見ることの大切さを改めて感じた。私が児童とのかかわりを
持つのは図書館の中がほとんどだが、これからは図書館の中以外でも教育現場で働く一因としてしっかり子どもたち
一人一人と向き合い、理解を深めていきたい。また、図書館の中で見られた問題行動等についても、その場しのぎの
対応ではなく、担任や特別支援教育支援員の先生方とも情報を共有し、同じ方向を向いて指導にあたっていきたい。
司書 

○自校の個別の指導計画は視点が少なく、偏ったものであることがわかった。多様な視点をもってアセスメントする
ことの大切さを学んだ。早速自校の個別の指導計画を見直します。 

○子どもたちがどこで困っているのか、その実態把握だけでなく背景にあるものを見つけ個別の指導計画に取り入れ
て活かすことが大切だということがよくわかった。たとえば、ただ「細かいところが気になる」というのではなく、
「よく気がつく」とプラスの表現でとらえて認めるなど、対応を変えることができると実感した。支援員として、担
任を含め多くの先生方と連携を取って対応していきたい。支援員 

○私がやりたいと思ったことは以下の３点。①支援の必要な児童一人一人に対して見取りを丁寧に。②指導がひきつ
けられる活動を工夫する。③感覚だけでなく数値で評価して客観的な記録を取り、次につなげる。一番心に残ったの
は「通常学級の中で“自立活動”の視点を持って授業をする」という言葉だった。通常学級担任にも伝えて工夫の仕方
を共有できるようにしたい。 

○指導しても聞いてくれないことが多くイライラすることがあった。講演をお聞きし、今までの指導は児童にあった
指導になっていなかったということを痛感した。工夫していきたい。支援員 

○これから個別の指導計画の評価と次の短期目標の設定をするので、講義内容を活かしたい。特に、実態把握は指導
いただいたと点でやり直しが必要だと感じた。 

○個別の指導計画作成の際には、「その子をマイナス部分を見るのではなく、プラスの視点から見ること」、「困っ
た子ではなく、困っている子であり、何に困っているか背景を探ること」、「成育歴や家族等の背景を探ること」が
大切であると感じた。また、評価も「out come評価」と「plan評価」の両方向からしていかなければならないことが
わかった。これをぜひ校内の先生方に広めていけたらと思う。 

○図書館で支援の必要な子供たちに本の貸し出しをする以外にも、進んで担任の先生方に様子を聞いたり、図書館で
の様子を伝えたりしたい。その中で、どのような支援が一番良いのか探っていきたい。学習においても個別対応を
しっかりしていきたい。司書  

 

 

実態把握ができて、初めて授業が成立する 

【学校司書】 

  ○この研修を通して、子どもを様々な視点からしっかり見ることの大切さを改めて感じた。私が児童とのかかわり 

   を持つのは図書館の中がほとんどだが、これからは図書館の中以外でも教育現場で働く一員としてしっかり子ど 

   もたち一人一人と向き合い、理解を深めていきたい。また、図書館の中で見られた問題行動等についても、その 

   場しのぎの対応ではなく、担任や特別支援教育支援員の先生方とも情報を共有し同じ方向を向いて指導にあたっ 

   ていきたい。 

   

  ○図書館で支援の必要な子供たちに本の貸し出しをする以外にも、進んで担任の先生方に様子を聞いたり、図書館 

   での様子を伝えたりしたい。その中で、どのような支援が一番良いのか探っていきたい。 

   学習においても個別対応をしっかりしていきたい。  

 

 【特別支援教育支援員】 

  ○子どもたちがどこで困っているのか、その実態把握だけでなく背景にあるものを見つけ個別の指導計画に取り入 

   れて活かすことが大切だということがよくわかった。たとえば、ただ「細かいところが気になる」というのでは 

   なく、「よく気がつく」とプラスの表現でとらえて認めるなど、対応を変えることができると実感した。支援員 

   として、担任を含め多くの先生方と連携を取って対応していきたい。 

 
  ○指導しても聞いてくれないことが多くイライラすることがあった。講演をお聞きし、今までの指導は児童にあっ 

   た指導になっていなかったということを痛感した。工夫していきたい。  

 



まとめ

「外国語活動・外国語科の授業の在り方」

【研修のねらい】
■小中9か年を見通した外国語教育の在り方について理解し、小中連携して外
国語教育を推進する実践力の向上を図る。

講師 直山 木綿子 氏（文部科学省 視学官）

令和２年１１月５日（木）

小中連携を進めるポイントの六つ（環境、目標、学習内容、指導法、教材、学習評価）のうち、教師の
自由度が非常に高い指導法の継続が大切である。

指導法の継続のためには小中の目標の共通点である「言語活動を通して」という部分に着目する。

外国語や外国語科における言語活動とは、実際に英語を使用して互いの考えや気持ちを伝えあう活動

〇小学校教員から中学校英語教員に伝えること・・・言語材料、活動、教材 を必ずセットで！
※言語材料だけを伝えても何にもならない。

〇中学校英語教員・・・・・読むこと、書くことのギャップを指導法で埋める。
文法事項の有用性を生徒に実感させる。

外国語教育小中連携研修

Web会議による遠隔講義

小中連携

《小学校》
○小中学校連携として、まず中学校の英語担当の先生に小学校６年生の授業を参観していただくように研修後話し合
った。内容として、言語材料と教材と学習の進め方の様子を中心に参観していただく予定を立てた。
〇今後、小学校教員が中学校で、中学校教員が小学校で交流授業ができたらと考えている。
〇新学習指導要領が来年度から中学校で始まることを受けて何がどう変わるのかしっかり理解した上で、日々の小学
校での授業を見つめなおしていきたい。

〇中学校の英語で語句・文法事項が増え、英語での授業を基本とすることを知った。本校の先生方にこのことを周知
し、小学校で力をつけた状態で中学校へバトンを渡せるように取り組んでいきたい。
また、言葉は使いながら使えるようになる、ということを私自身も実感しているので、英語を積極的に使っていく
ことを実践していきたい。

〇職員に研修内容を伝え、小中連携についての意識を高める。中学校の英語の授業を参観する機会を設けるよう働き
かけるなどの行動に移す。

《中学校》
〇来年度より実施の学習指導要領について、校内で何度か教科会を開く予定です。その中で、小学校の学習内容につ
いてしっかり伝えたい。

〇小中連携をどのように進めていけばよいか参考になった。また、中学校の英語授業の改善を英語科教員とともに取
り組みたい。

〇校区合同研修で取り上げて進めていきたい。

《義務教育学校》
〇義務教育学校のため、小中連携はとても取りやすい環境だが、「しっかり」というところ
までには至っていない。「９年間を見通した小中連携したカリキュラム」作成に取りかか
りたい。

私はこうしたい！ 受講内容からMｙアイデアへ

校内OJTで実現へ！
PDCAサイクルに乗せて
学校力アップにつなげる



授業づくり研修② まとめ

「授業を極める」

【研修のねらい】
■子どもが主体的に学ぶ姿を大切にした授業づくりについて学び、自校の授業改善の推進に活かす。

令和２年１１月２７日（金）

あなたの授業は、
子ども同士が
「教え合い」を
していますか？

学級の児童全員参加の授業づくりのこつをた
くさん教えていただいた。教科リーダーが、
授業の進行をしたり、付箋を使って全員が授
業に参加できるようにしたり、様々な工夫が
あった。本校の校内研修である学びのユニ
バーサルデザインにも取り入れていきたい。

【わたしはこの学びをこう活かす】
小学校研究主任

講師 西留 安雄 氏
学校法人蒲公英学園（たんぽぽ学園）稚竹幼稚園園長

Web会議による遠隔講義

授業の4層構造
4層 教科教育（見方・考え方）
3層 学び方の指導（学習方法）
2層 全員活躍型学級風土づくり
1層 基本的生活習慣の育成

学び方の4段階
4段階目 教科教育（教科の見方・考え方）
3段階目 セルフ授業
2段階目 進化したスタンダード
1段階目 初期スタンダード
地面 学級風土

授業スタンダード➡全職員で
１ 指導要領が変わる意識を持つ
２ 学校として成果を上げる
３ 学力観の転換をするための授業改善
４ 教師間のバラバラな授業の統一
①板書 ②ノート
③８段階学習過程スタンダード
④子どもの書き癖、話し癖

５ 子ども全員、教師全員が授業上手

アクティブ・ラーニング
＝子ども全員が活躍できる授業

アイテムを利用してみんなが等しく発言
（付箋紙・短冊・ホワイトボード・タブレット）

教師の活躍する授業＝一斉講義型授業
挙手を求めると積極的な子ほど発言力を持ちがち

脱却
授業の現実

・いつの間にか教師主導
・いつの間にか一問一答

①子ども全員の主体的な授業
「何ができるようになるか」

②個人の力量に任せず組織的な
授業

これからの授業
：授業への教師の姿勢

目指すはセルフ授業

授業に対する意識を大きく変えていきたい
と思った。挙手をしない子をどうするか、
挙手をしない授業を目指すこと、みんなが
参加する授業を作っていくことが心に響い
た。実践してきたいと思う。そのために、
授業の中に動きをいれること、立ってしゃ
べる、必ずノートに意見を書かせることを
取り入れていきたい。本校でも、学び合い
のために、ホワイトボードを活用している
が、今一つ使いこなせていないと感じてい
る。色分けをする等の方法を取り入れてみ
たい。教師も子どもも、見通しのもてる授
業を作っていきたい。学習の土台となる学
級づくりもしっかりと行っていきたい。

【わたしはこの学びをこう活かす】
小学校研究主任 生徒が中心となって作り上げる授業の展開をつく

ることに取り組みたい。そのために教師がどのよ
うなアドバイスをしていけば生徒の思考が深まる
かを考えたい。

【わたしはこの学びをこう活かす】
中学校研究主任

教科横断的
ＵＤへ

生徒による教えあい活動を授業の中で活かしたい
と思った。どんな場面で行うのが効果的であるの
かまだわからない部分も多いが、数学でいうとド
リル的な学習の場面などでは行うことができると
思うので実践していきたい。

【わたしはこの学びをこう活かす】
中学校研究主任

今までの教師主体の教える授業、挙手発表の
授業から脱却し、子どもが主体となり、自分
たちで動いて考えて学んでいく授業をめざし
ていきたい。今日のビデオの中にあったよう
な、付箋、短冊、ホワイトボードなどを活用
し、アクティブに子どもたちが動く授業、全
員が参加する授業づくりに活かしていきたい。

【わたしはこの学びをこう活かす】
小学校研究主任

校内研究会のあり方の改善･･･公開授業後にミニ授業研究
会を持ち、参観している教師が子どもたちにコメントを直
接伝える協議会を実践したい。
子どもが活躍する授業づくりの実践･･･「何を教えるか」
だけでなく「何ができるようになるか」まで考え、教師が
すすめていく授業から子が活躍する授業を試みたい。すぐ
に司会者を立てて実践まではいかないが、ぶつぶつタイム
の導入、ホワイトボードを使っての参加型授業、聞きあえ
る発表の仕方、見通しのもてる板書計画、キーワードの提
示等、できるところから実践したい。そのために、学校と
しての基盤である学び方のスタンダードを提案できたらと
思った。

【わたしはこの学びをこう活かす】
義務教育学校研究主任

より子ども側に立って授業作りをしていきた
い。板書型指導案は具体的なやりとりをイ
メージしながら活用できそうなので取り入れ
ていきたい。毎時間は難しいが、児童が授業
を進めていく場面を意識してつくったり、
ボード等を活用した意見交流の方法を工夫し
たりしていきたい。

【わたしはこの学びをこう活かす】
小学校研究主任

まずは、自分の授業でぶつぶつタイムを取り入れ
てみたい。また、生徒たちが主体的に学び、プレ
ゼンをできるように、生徒たちの意識を育ててい
こうと思う。

【わたしはこの学びをこう活かす】
中学校研究主任

授業形態の改善に生かしたい。生徒が主体的に動
く授業にするため、たくさんのヒントがあった。
付箋の活用などはすぐにやってみたい。

【わたしはこの学びをこう活かす】
中学校研究主任

まずは自分の授業を生徒主体に変えていくことを
決意した。（これまでも）教師がまとめすぎたり、
教えすぎたりすることで生徒の主体性をうばい、
意欲を奪っているように感じていた。（そこを）
変えていく。また、学校でも研究主任という立場
から、先生方に提案して今日の学びを広めていき
たい。

【わたしはこの学びをこう活かす】
義務教育学校研究主任


