
実践研究のまとめ（特別支援教育）

研究テーマ 障がいの「重度・重複化」、「多様化」による新たな教育的ニーズに

対応した指導の在り方に関する研究

サブテーマ みんなが生き生きと活動する総合型の特別支援学校を目指して

～それぞれの障がい種が同じ場で活動するための

支援方法を実践･検証する～

キーワード 中学部 知的障がい 肢体不自由 病弱 重複障がい

生活単元学習 学級活動 自立活動

教育コンテンツ 夏まつり 学校祭

関連する外部専門家 大学教授

１ 研究の概要

（１）現状と課題

当校では、知的障がい、肢体不自由、病弱、又は重複障がいといった様々な障がいを有する

児童生徒が同じ校舎で学校生活を送っている。昨年度には、生徒同士が自然にかかわり合った

り、行事を一緒に行ったりする中で、障がい種は違っても、同じ年齢、同じ学部の仲間として

お互いに認め合う姿も見られるようになってきた。そこには、総合型の特別支援学校としての

良さが働いたと考えられるが、具体的な教師の支援については明確になっていない。また、多

様な障がいのある生徒が一緒に活動することで得られる成果や課題についても不明な点が多

い。

（２）研究の目的

生徒にとっての、総合型の特別支援学校としての良さについては次のように考えている。

・同じ年齢の生徒同士が、自然なかかわりをもてる。

・お互いの障がいを認め合い、影響し合って、活動できる。

また、サブテーマの「生き生きと活動する姿」については次のように考えている。

・自分から進んで活動する姿

・相手を意識して活動する姿

これらの姿を目指し、総合型の特別支援学校の良さを生かした実践を通して、次の２点を明

らかにしていこうと考えた。

Ⅰ 生徒同士がかかわりをもつための支援の在り方

Ⅱ 多様な障がいのある生徒が一緒に活動することの成果や課題の明確化

実践の場を７月に行う「宿泊学習」（実践Ⅰ）と、１２月に行う「学校祭」（実践Ⅱ）の取

組とし、それぞれに具体的方途を立てて、成果と課題を明らかにする。また、実践Ⅰの成果と

課題を基に、実践Ⅱを進めていく。



２ 実践

（１）開発した教育コンテンツ

①宿泊学習で行う夏まつりについての単元構成

ａ題材・単元設定の理由

多様な障がい種がある集団の中で、互いに障がいを認め合い、仲間として活動する意識を更

に高めていくために、障がい種にかかわりなく一緒に活動する場が必要であると考える。宿泊

学習で行う「夏まつり」は、生徒が楽しみにしている活動の一つであり、お化け屋敷コーナー

とお店コーナーの二つから好きな方を選ぶことができる。また、それぞれのコーナーにも活動

グループを設け、生徒一人一人の思いや願いを生かした活動内容を設定することができる。生

徒同士が小グループで、お互いにかかわり合いながら取り組める場を設定するのに適切だと考

え、この「夏まつり」の活動を設定した。

ｂ題材・単元の目標

自分から進んで夏まつりの準備をしたり、仲間や教師と一緒に活動したりすることで、自主

的な学習意欲や態度を身に付けたり、中学部の一員として活動する楽しさを味わったりするこ

とができる。

ｃ題材・単元の計画（全９時間）

時間 期日 活動内容

１ ６／３ 宿泊学習オリエンテーション

２時間目 ・実行委員会による、宿泊学習のオリの進行

・夏まつりのグループを本人や教師とともに選択

２ ６／１１ 夏まつりの取組①

３ ３、４時間目 ・小グループ分け（お化け屋敷グループ、お店グループ）

・グループリーダーを中心とした活動内容の検討

４ ６／１８ 夏まつりの取組②

５ ３、４時間目 ・小グループごとの活動

（ゲームの準備、お化け屋敷の準備）

６ ６／２３ 夏まつりの取組③

７ ３、４時間目 ・小グループごとの活動

（ゲームの準備、お化け屋敷の準備）

８ ７／２ 夏まつりの取組④

９ ３、４時間目 ・グループ全体の活動

（グループごとの出し物をお互いに体験 ）

７／９ 宿泊学習１日目 《夏まつり》

１９：００～

②学校祭における劇の取組の単元構成

ａ題材・単元設定の理由

中学部全員で「しあわせの青い鳥」のステージ発表を行う。日ごろ、学習してきたことや体

験したことを基に、台本を作り、劇の準備や練習をする。この取組を通して、仲間の良さをお

互いに認め合ったり、新しいことに自分から取り組む意欲を高めたり、仲間とともに達成感を

味わったりすることができると考える。

ｂ題材・単元の目標

学校祭で行う劇に向けて、仲間と一緒に練習したり、道具や衣装を準備したりすることを通

して、自主的に学習する意欲や態度を身に付けたり、中学部の一員として活動する充実感や達

成感を味わったりすることができる。



ｃ題材・単元の計画（全２３時間）

時間 期日 活動内容 時間 日にち 活動内容

１ １０／２１ 学部集会① １３ １１／２０ 全体練習（通し）②

６時間目 学校祭の目当て、日程の説明 １４ ２、３時間目

２ １１／４ 学部集会② １５ １１／２４ 学年グループ

２時間目 劇の内容の発表・配役決め ４時間目 ステージ（中 1グループ）

３ １１／１２ 学年グループ １６ １１／２６ 全体練習（通し）②

４ ５、６時間目 台本読み合わせ① １７ ３、４時間目

５ １１／１６ 学年グループ《本時》 １８ １１／３０ 学年グループ

６ ３、４時間目 台本読み合わせ②・パート練 ４時間目 ステージ（中２、３グルー

習① プ）

７ １１／１７ 学年グループ １９ １２／１ 全体練習（通し）③

８ ３、４時間目 パート練習② ２０ ３、４時間目

９ １１／１８ 学年グループ ２１ １２／３ 全体練習（通し）④

１０ ２、３時間目 パート練習③ ２２ ３、４時間目

１１ １１／１９ 全体練習（通し）① ２３ １２／９ 学校祭振り返り

１２ ３、４時間目 ２時間目

③外部専門家からの指導・助言

・障がいの種類や程度による学習内容の違い、作業的な活動の進度の違いから起こる、時間軸

のずれをどう教師が支援していくかを考えておく必要がある。

・生徒同士がどれくらいかかわり合えるとよいのかという思い（期待値）を教師側でまとめて

おくと、一定の評価をしやすい。

・障がい種ごとの教育課程ではあるが、一緒に活動することで、生徒同士のかかわり合いが新

たに見られるようになったのは成果である。このような試行的な授業の積み重ねを通して、

本来児童生徒が持っている力（可能性）をどこまで引き出すことができるかを確かめること

ができる。

（２）実践例

①実践例Ⅰ 学級活動・自立活動・生活単元学習

「宿泊学習をしよう～みんなで夏まつりをしよう～」

ａ授業改善のポイント

・「宿泊学習実行委員会」の設置

学部全員で行事に取り組む意識を高める

ために、また、自己決定する経験を増や

すために実行委員会を設置した。各学級

の代表者が実行委員となり、昼休みに実

行委員会を開き、宿泊学習のねらいや活

動内容を考えたり、学部集会で、仲間に

伝えたりする活動を行った。

・障がい種を混合した小グループでの活動

生徒同士がかかわり合う場を増やすため

に、障がい種を混合した少人数のグルー

プで活動した。
「宿泊学習実行委員会の様子」



・「評価の窓」の設定

教師が共通意識をもって支援に当たるよ

う、評価の窓を以下のように設定した。

□自分のグループの準備に進んで取り組

んでいる。

□同じグループの仲間や教師の呼び掛け

に応えて一緒に活動している。

ｂ活動の様子

・２年生の実行委員が中心となり、昨年の

宿泊学習の様子を１年生に話し、やりた

いことを決めていく姿が見られた。学部

集会では、準備した活動計画表を使って

仲間に日程や活動内容を伝え、聞いてい

る仲間たちも、宿泊学習への思いや願い

をもつことができた。

・お化け屋敷やゲームコーナーの各グルー

プは、それぞれのリーダーを決定し、話

合いをしながら活動した。肢体不自由学

級の生徒がリーダーになることが多く、

自分で考えたアイデアを仲間に伝えて、

一緒にお化けを作ったり、ゲームを工夫

したりする姿が見られた。

②実践例Ⅱ 学級活動・自立活動・生活単元学習

「学校祭に向けて」「みんなでつくろう学校祭」

ａ授業改善のポイント

・実行委員会の役割の明確化

実行委員としての役割を自覚し、進んで

やろうという気持ちをもつために、紙芝

居作りなど、具体的で分かりやすい活動

内容を取り入れた。

・ねがう姿の明確化

仲間とのかかわりを生み出すために、一

人一人の仲間と関わる場面でのねがう姿

を描き、具体的な支援方法を考えた。

・お互いの良さを認める場の設定

仲間の良さをお互いに感じ取れるように、

小グループで練習した成果をお互いに見

合い、感想やアドバイスを伝える場を設

定した。

「アイデアを出し会うお化け屋敷作り」

「夏まつりの様子」

「実行委員会による学部集会」



ｂ活動の様子

・実行委員会の集まりを楽しみにして参加

する姿が障がい種に関係なく見られた。

また、劇の内容について、秋に行った遠

足のことなど、自分の経験したことを基

にして考えたり、新しいアイデアを出し

たりすることもあった。

・劇の練習では、小グループごとに取り組

み、練習の成果を見合うときに自分から

それぞれのグループの所に移動したり、「○

○くんは、ボールを投げるのが上手だっ

た。」などと、仲間の良さに気付いてそれ

を伝えたりする姿があった。また、せりふ

を忘れたときにアイコンタクトをとりなが

ら仲間同士で助け合う姿が見られた。

３ 成果と課題

（１）実践の成果

①「生徒同士がかかわりをもつための支援の在り方」

行事ごとに実行委員会を開き、自分たちの考えを行事に反映させたり、仲間に伝えたりする

経験を積んできた。そうしたことが全員で行事に取り組んでいくという意識を高めたと考えら

れる。小グループでの活動では、障がいを意識することなく、自分の意見を言ったり、相手の

良い姿を認めたりする姿が見られた。「夏まつり」の取組では、肢体不自由・病弱学級の生徒

をリーダー的な役割に位置付けたが、同じ活動を同じ立場で行った学校祭の取組の方が、生徒

同士の自然なかかわり合いが生まれやすかった。障がいの特性に配慮することと、生徒同士の

かかわりを大切にして、障がい種にこだわらないことの双方から支援することの大切さが分か

った。

②「多様な障がいのある生徒が一緒に活動することの成果や課題の明確化」

普段の学校生活の様子から、生徒一人一人にねがう姿を設定したことは、教師間で支援の方

法の共通理解を図ることにつなげることができた。生徒一人一人のねがう姿に対する評価基準

を設けることで、仲間同士のかかわりについての支援を共通理解するとともに、授業での姿を

基に仲間とのかかわりの視点で、活動を振り返ることができた。

（２）今後の課題

みんなが生き生きと活動する姿、つまり、自分から進んで活動する姿、また、相手を意識し

て活動する姿を目指して実践してきた。これまでの実践から、多様な障がいのある生徒が同じ

場で活動するメリット、デメリットを明確に示すには、他の授業や、学校生活の場面での実践

を積み重ねて検討する必要があると考える。ただ、今回の生徒の姿から、一緒に活動すること

に不自然さは感じていないし、お互いに障がい種の違いを感じてかかわろうとしているようで

はない。同じ学年、同じ学部の仲間とともに、行事に取り組もう、一緒に楽しもうとする気持

ちや態度が何よりも大切だと感じたし、そうした雰囲気作りを日頃から行っていく必要性を実

感した。それが将来、幅広く仲間とかかわったり、社会に出たりしたときの、生きる力につな

がるのではないかと考える。

「学校祭【しあわせの青い鳥】」


