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神奈川県立総合教育センター研究集録 38:17～28.2019 

 

特別支援学校における主体的・対話的で深い学びの実現に

向けた授業改善に関する研究〔中間報告〕 
 

斉 藤 佳 子１     及 川 祐 有 子１     

 学習指導要領改訂に伴い、授業改善の視点として主体的・対話的で深い学びの視点が打ち出された。特別

支援学校においても、育成を目指す資質・能力を意識し、授業改善に取り組んでいくことが求められており、

障害特性や個々の実態を踏まえた指導の工夫が必要となる。本研究では、調査研究協力校における調査や実

践により見えてきた特別支援学校における課題や授業改善に必要なポイントを整理する。 

 
はじめに 

 

 平成 29年告示の特別支援学校幼稚部教育要領及び

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領、平成 31

年告示の特別支援学校高等部学習指導要領(以下、「新

学習指導要領」という)では、主体的・対話的で深い学

びの実現に向けた授業改善を行うことが示された。こ

れは、平成 28年 12月中央教育審議会「幼稚園、小学

校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要

領等の改善及び必要な方策等について(答申)」(以下、

「答申」という)に基づくもので、「『主体的・対話的

で深い学び』の視点を踏まえた指導方法の充実、カリ

キュラム・マネジメントなど、初等中等教育全体の改

善・充実の方向性は、特別支援学校においても重視す

ることが必要である。」(中央教育審議会 2016 p.11

3)と示されている。 

しかし、岡山県総合教育センターの平成 29年度の一

年次研究において、知的障害のある児童・生徒の学習

上の特性から、主体的・対話的で深い学びを小・中学

校等と同様の方法で実践していくことの難しさが指摘

されており、答申においても、「障害の状態等に留意

して、『主体的・対話的で深い学び』を実現すること

を目指し、これらの困難さに対応しながら、学びの過

程の質的改善を行うことが求められる。」(中央教育審

議会 2016 pp.115-116)と示されている。 

特別支援学校学習指導要領解説各教科等編(小学部・ 

中学部)では、知的障害のある児童・生徒の特性として、

学習によって得た知識や技能が断片的になりやすく、

実際の生活の場面の中でいかすことが難しいこと、肢

体不自由のある児童・生徒の特性として、体験する機

会の不足により、言葉を知っていても意味の理解が不

十分であったり、認知の特性により知識の習得や言語、

数量などの基礎的な概念の形成に偏りが生じていたり

する場合があることが指摘されている。 

そうしたことから、特別支援学校において、主体的・

対話的で深い学びを実現させるためには、小・中学校

等における授業改善の視点に加えて、障害特性に応じ

た教育的対応と個に応じた指導の工夫が求められると

考える。 

また、三浦は、主体的・対話的で深い学びの視点が

打ち出された際の特別支援教育界の受け止め方として、

「そのような授業は、これまで当然行ってきたでしょ

う。」という声もささやかれる一方、障害の重い子ど

もは、「そもそもアクティブ・ラーニングは無理なの

では？」(三浦 2017)といったムードがあったと指摘

している。 

本研究においても、障害特性を考慮した主体的・対

話的で深い学びの実現について検討することが必要だ

と考える。 

また、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた取

組は、児童・生徒にとって必要な資質・能力を育むた

めのものであることを忘れてはならない。 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(以下、

「特総研」という)は、特別支援学校(知的障害)におけ

る教育課程編成の課題として、「活動のみを重視した

計画を立てたり、育てたい力が曖昧であったりすると、

生活上の課題を達成するような文脈のある活動になら

なかったり、活動の中で領域や教科の内容を習得する

ことができないような取組になってしまったりするの

で、単元のねらいを明確にした指導計画の作成と子供

が主体的に取り組める授業づくりを充実していくこと」

(特総研 2018 pp.13-14)「教育課程の編成、実施、評

価、改善の一連のサイクルの中に、学習評価を位置付

け、育成すべき資質・能力が身に付いたかどうかの視

点で学習評価ができるように、学習評価の改善を図る

こと」(特総研 2018 pp.14-15)を挙げている。 

以上のことを踏まえて、本研究の目的を次のように

設定した。 

 

研究の目的 

 

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業づく1 特別支援教育推進課 指導主事 
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りに関する調査研究協力校における課題や工夫、それ

に対する当センターからの助言内容を基に、特別支援

学校における授業改善のポイントを整理するとともに、

各教科の目標に準拠した評価の観点を踏まえた単元計

画例を提示し、県内の特別支援学校の授業改善に役立

てる。                     

    

研究の内容 

 

１ 研究の推進体制 

 本研究の推進体制は次のとおりである(第１表)。 

第１表 研究の推進体制 

調査研究

協力校 

みどり養護学校(知) 

小田原養護学校(知・肢) 

津久井養護学校(知・肢) 

三ツ境養護学校(知・肢) 

座間養護学校(知・肢) 

※( )内は設置されている教育部門 

※対象の教育部門及び学部は各校で異なる 

調査研究

協力員 

調査研究協力校総括教諭または教諭各１名 

特別支援教育課指導主事１名 

調査研究

協力員会 

調査研究協力員、当センター所員、長期研

究員が参加し、平成30年度内に計３回開催 

 

２ 研究の計画 

本研究は平成 30年度より２年計画で行う。 

研究の構想について示す(第 1図)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第１図 研究の構想 

 育成を目指す資質・能力を踏まえた教育目標の設定

と学習内容や方法の検討、学習評価は一体として捉え

られるものであるが、一年次は、主体的・対話的で深

い学びについての理解を進めること、改善の視点を共

有し、改善の取組を広げることを中心に研究を進める。 

(1) 一年次の計画 

 調査研究協力校(以下、「協力校」という)を対象に

主体的・対話的で深い学びの実現状況に関する状況調

査を行い、特別支援学校における現状と課題について

分析する。調査は前期・後期２回実施し、各協力校の

取組の成果と課題について検証する。 

 協力校において研究授業を実施し、教員及び所員に

よる主体的・対話的で深い学びの視点での授業観察を

行い、授業改善のポイントを整理し協力校と共有する。 

(2) 二年次の計画 

 協力校を対象に、観点別学習状況の評価に関する状

況調査を行う。協力校において、所員の助言の下に単

元の学習指導案を作成し、その効果を検証する。２年

間の研究から得た知見を整理し、研究成果物を作成す

る。 

 

３ 一年次の取組 

(1) 前期アンケート調査 

協力校５校を対象に、主体的・対話的で深い学びに

関する状況調査を行った。 

 回答者は、各学部長、部門長、分教室長とし、個人

の見解ではなく当該学部・部門等の教員の現状を考慮

して回答するように依頼した。学校の組織によって、

学部長が知的障害教育部門と肢体不自由教育部門の部

門長を兼ねる、複数の教育部門を設置しているなどの

事情により学校ごとに回答者数は異なる(第２表)。 

第２表 前期アンケート調査の概要 
対象 調査研究協力校５校 

方法 質問紙調査 

回答者 各学部長、部門長、分教室長等 29名 

実施期間 平成 30年６月 19日～７月 20日 

回収率 100％ 

調査項目 校内の主体的・対話的で深い学びの実現に向 

けた現状と課題について 

【質問１】特別支援学校における主体的・対話的で深い学

びのイメージについて４件法(できている～全くできて

いない※以下同じ)で回答 

【質問２】担当する学部・部門における「主体的な学び」

の実現状況について４件法で回答 

【質問３】担当する学部・部門における「対話的な学び」

の実現状況について４件法で回答 

【質問４】担当する学部・部門における「深い学び」の実

現状況について４件法で回答 

【質問５】主体的・対話的で深い学びの理解推進に向けて

センターに望むことについて４項目(校内研修、授業への

助言、学習指導案の例示、その他)より選択 ※複数回答

可 

【質問６】主体的・対話的で深い学びの実現に向けた課題

について自由記述で回答 

答申では、「『主体的な学び』『対話的な学び』『深

い学び』の三つの視点は子供の学びの過程としては一

 

知識・技能 

思考力・判断力・表現力等 

学びに向かう力・人間性等 

 

主体的・対話的で深い学び 

  

一
年
次 

 
 
 

 

教科等 

 
 
 

二
年
次 

何を学ぶか(学習内容) 

 

知識及び技能 

思考力・判断力・表現力等 

主体的に学習に取り組む態度 

どのように学ぶか(学習方法) 

 

何ができるようになるか(資質・能力) 

 

何が身に付いたか(学習評価) 

 



 

- 19 - 
 

体として実現されるものであり、また、それぞれ相互

に影響し合うものでもあるが、学びの本質として重要

な点を異なる側面から捉えたものであり、授業改善の

視点としてはそれぞれ固有の視点であることに留意が

必要である。」(中央教育審議会 2016 p.50)としてい

る。 

主体的・対話的で深い学びの実現について、「主体

的な学び」「対話的な学び」「深い学び」と分けて設

問を作成したのは、それぞれの視点によって、教員の

意識や実現状況に差異が見られるか把握する必要があ

ると考えたためである。 

なお、全ての設問について、学部ごと、部門ごとの

分析を行ったが、紙面の都合上、学部や部門間で差が

見られた結果について示す。 

調査結果については、以下のとおりである。 

 
第２図 主体的・対話的で深い学びのイメージ 

結果からは、学部長や部門長等の約８割が、所属学

部や部門の教員が特別支援学校における主体的・対話

的で深い学びを多少なりともイメージできていると考

えていることが分かった(第２図)。 

 
  第３図 主体的な学びの実現について(全体) 

 
第４図 主体的な学びの実現について(学部別) 

学部別に見ると、主体的な学びについて「少しはで

きている」と回答した割合は、小・中学部で約３割で

あるのに対して、高等部で６割、分教室で８割と学部

ごとに高くなる傾向がある。一因として、「あまりで

きていない」との回答の中には、「どうしても教員主

導で、児童がやらされているように見える場合がある」

という意見もあり、学部・学年が低い段階では、主体

的な学びの実現が難しいと考えられていることが分か

る(第３図・第４図)。 

 
第５図 対話的な学びの実現について(全体) 

できている
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あまり
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【質問１】 特別支援学校における主体的・

対話的で深い学びのイメージができているか

できている
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少しは

できている

52%

あまり

できて
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24%

全く
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【質問２】 担当する学部・部門の授業に

おいて、主体的な学びが実現できているか
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【質問２】 担当する学部・部門の授業に

おいて、主体的な学びが実現できているか

できている7%

少しは

できている

52%

あまり

できて

いない

24%

全く

できていない
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無回答14%

【質問３】 担当する学部・部門の授業に

おいて、対話的な学びが実現できているか

少しは 
できて 

いる 

無回答 全く 
できて 
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第６図 対話的な学びの実現について(部門別) 

全体的な割合は、主体的な学びに関する質問の回答

と大きく変わらない結果となった(第５図)。 

部門別に見ると、肢体不自由教育部門で両極の回答

があった。「できている」と回答した理由としては、

「子どもと対話しながら授業を進めている」との意見

があった。「全くできていない」と回答した理由は記

述がないため断定はできないが、特総研は、肢体不自

由のある児童・生徒の困難さとして、「発話に関係す

る器官の運動障害による言語障害」(特総研 2012)を

挙げており、回答者が対話を音声言語によるものに限

定して捉えている可能性も考えられる(第６図)。 

 
第７図 深い学びの実現について(全体) 

 
第８図 深い学びの実現について(部門別) 

全体として、主体的な学び、対話的な学びに比べて

「できている」「少しはできている」と回答した割合

が２割程減っている。一方で「あまりできていない」

と回答した割合は倍になっている。こうした傾向は、

質問紙による調査だけでなく、学校訪問時の教員との

意見交換においても同様で、現場の教員は、深い学び 

の実現について「できていない」「難しい」と捉えて

いることを示す結果となった(第７図)。 

部門別に見ると、「あまりできていない」の割合に

部門による差異は見られなかったが、「少しはできて

いる」の割合に差が見られた。「あまりできていない」

と回答した理由としては、「抽象的な概念を苦手とす

る生徒への支援が課題」との意見もあり、知的障害教

育部門における深い学びの実現に向けた課題点を再認

識する結果となった(第８図)。 

 第９図 センターに望むこと(全体) 
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【質問４】 担当する学部・部門の授業に

おいて、深い学びが実現できているか
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【質問４】 担当する学部・部門の授業に

おいて、深い学びが実現できているか
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理解を進めるにあたり、当センターに望む
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校内研修会、授業への助言が全体の 45％であったの

に対して、学習指導案の例示を求める要望が 65％と高

い結果となった。これについては、調査研究協力員か

らも報告があり、主体的・対話的で深い学びの視点に

よる授業づくりや授業改善について、より具体的なイ

メージを持つためには、参考となるものが必要だと考

えられる。 

 その他には、「実践例の紹介」「評価方法について」

という回答があった(第９図)。 

自由記述について、ＫＨＣｏｄｅｒというテキスト

マイニングソフトを使って頻出単語の抽出と単語同士

の関係性の分析を行った。第 10図はＫＨＣｏｄｅｒで

作成した共起ネットワーク図である。中心性が高い単

語の順に円が色分けされ、共起の程度が強い単語が線

で結ばれている。ＫＨＣｏｄｅｒを使用するメリット

としては、単語の出現回数だけではなく、一緒に出現

することが多い単語に注目し、文章の特徴を抽出でき

る点が挙げられる。 

 図からは、キーワードである「課題」を中心として、

質問に含まれる「主体的」「対話的」「深い」という

単語が一緒に出現していることが分かる。一方、質問

にはない「実践」「単元」「共有」という単語に「課

題」と関連が見られ、その点に注目することにした。

関連する単語の文脈を見るため、「課題」でキーワー

ド検索すると、「実践」については、「授業実践にお

いては」「深い学びを実践するためには」など、書き

始めで使用されていた。「単元」については、「深い

学びにしていくためには、取り組んでいる課題に慣れ

てこないと難しい。慣れないうちに単元が終わってし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まう印象がある」との記述もあり、適切な単元による

指導計画の必要性を示唆する結果となった。「共有」

については、「指導の手立てに課題があるが、全体で

共有できていない」「深い学びという抽象的な基準を

どう共有していくかが課題」「事例を集めて共有し実

践にいかすことが必要」といった意見が挙がった。こ

のことから、「共有」は、主体的・対話的で深い学び

の実現に向けての一つの鍵になると考える(第 10図)。 

「共有」という課題解決のための方策として例えば、

①学習指導案に、主体的・対話的で深い学びの視点か

ら指導上の留意点を記述する、②主体的・対話的で深

い学びの視点から自分の授業を振り返る、③主体的・

対話的で深い学びの視点から授業を観察し研究会で改

善の視点を共有することなどが考えられる。実際に、

調査研究協力員会では、「研究会でそれぞれから出さ

れる改善の視点が定まらず、協議が深まらない」「主

体的・対話的で深い学びの視点による授業観察シート

のようなものがあるとよい」との意見が出された。 

(2) 協力校における授業研究 

 協力校５校において、主体的・対話的で深い学びの

視点を意識した授業改善に取り組んだ。協力校に対し

ては、６名の所員が分担して授業観察及び指導助言を

行い、主体的・対話的で深い学びの視点から良い点や

改善が必要な点を伝えた。また、各協力校からは、新

学習指導要領に関する校内研修会の要望があり、所員

が講師となって５校全てで校内研修会を実施した。そ

の際、特別支援学校における主体的・対話的で深い学

びの考え方や、関連する授業の実践例を伝えた。協力 

校における取組の概要を以下に示す(第３表)。 

第 10図 実現に向けた課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【質問６】 主体的・対話的で深い学びの実現に向けて、課題と考えていることについて 
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第３表 協力校における取組の概要 

協力校の学校規模や設置部門等の状況は異なるもの

の、調査研究協力員会では、他校の現状を聞き、自校

と共通する部分があるという意見も多く聞かれた。例

えば、アンケートでも挙がっていた「共通理解の難し

さ」や「学部や担当する児童・生徒の実態によって、

意識に差がある」などである。 

授業づくりや授業改善において、教員間の共通理解

を図る必要性は明確になったが、今年度はセンターと

して、単元の学習指導案や授業観察シート等について

統一の書式は示さなかった。理由は、研究１年目で、

主体的・対話的で深い学びの理解が十分でないまま、

教員が決められた書式に当てはめることだけにとどま

ることを避けたかったことと、授業観察シート等を指

定することで、教員の中で「この部分だけ気を付けれ

ばよい」と改善の視点が限定されることを避けたかっ

たことからである。 

ただし、前述したように、参考となるものは必要と

考えられ、各協力校の担当所員が学校や学部の実状を

見て、対象の学部等で想定される単元の学習指導案の

例示や以下を参考とした授業観察の視点の提示は行っ

た。 

丹野は、知的障害のある児童・生徒への主体的・対

話的で深い学びの各視点からの留意事項として、次の

ように述べている。主体的な学びの視点として、「児

童生徒の理解の程度や生活経験等を踏まえながら、興

味・関心を喚起できるような導入部での指導計画が何

よりも重要である。例えば、単元のゴールを分かりや

すく具体的に示すことにより学習の過程について、見

通しをもてるようにすることなども必須である。」(丹

野 2017 p.４)また、対話的な学びの視点として、「多

様な対話の在り方を、前提とした指導を工夫していく

ことが重要である。言葉でのやりとり以外に、書くこ

と、描くことなど、様々な方法を取り上げ、児童生徒

が得意な方法で表現することができるようにしたい。」

(丹野 2017 p.４)深い学びの視点として、「学習活動

の本質的な意義に気付くことができるように指導計画

を作成し、授業を構成していくことが重要になる。」(丹

野 2017 p.６)などを挙げている。 

 また、神山は、「ある授業や単元において児童生徒

の主体的・対話的で深い学びを実現しているかどうか

は、『育成を目指す資質・能力』が実際に児童生徒の

中でどのように育っているか、その姿から検証するこ

とができる。」(神山 2018)としている。 

協力校の５校は、それぞれ特色ある方法で研究に取

り組んだ。本報告では、Ａ校とＢ校の取組について述

べる。 

ア Ａ校での取組 

 Ａ校では、小学部は課題別学習、中学部は生活単元

学習、高等部は作業学習、分教室は情報と、重点的に

改善を図る教科等を決めて研究に取り組んでいる。調

査研究協力員からは、Ａ校の課題として、以下の点が

挙げられた。小学部では自分の担当以外の授業を見る

機会が少なく、研究協議で出された改善の視点を自分

事として捉えることが難しい。中学部では、教材研究

は熱心に行っているが、主体的・対話的で深い学びの

視点から研究を進めていくことに難しさを感じている。

高等部では、実態差の大きな集団の指導や障害の程度

が軽度な生徒への学習保障に難しさがあるなどである。 

 一方で、Ａ校では外部の視点を取り入れて、学校全

体で授業を良くしていこうという気運があり、各学部

と分教室に３名の所員が入って、改善の取組を進めて

いる。 

例えば、中学部では、所員が初めて学部研究に参加

した際には、研究担当者から「研究はあまり進んでい

ない」との発言があったが、授業担当者が自評で述べ

る主体的・対話的で深い学びの視点からの気付きは、

非常に的確だと感じた。所員からは、「授業者自身が

担当する生徒一人ひとりの主体的・対話的で深い学び

とは何か考えることが大切である」と伝え、２回目の

訪問時には、学習指導案に主体的・対話的で深い学び

の視点を取り入れ、生徒の学びの質を意識した授業が

展開されていた。特に改善が見られた事例について、

詳しく述べる。なお、メモの分類については前述の丹

野・神山の指摘を参考にしている(第４表)。 

＜改善前＞ 

【教科等名】生活単元学習 

 授業実践の主となる 

学部及び教育部門 

主な取組 
※特定の学部での取組もある 

Ａ

校 

小・中・高・分教室 

知的障害教育部門 

・授業改善シートを活用した

授業者の振り返り 

・授業観察シートを活用した

研究協議 

・単元計画の試作 

Ｂ

校 

小・中・高・分教室 

知的障害教育部門 

肢体不自由教育部門 

・指導略案と授業観察を基に

した授業者との振り返り 

・校内研修会を通した新学習

指導要領改訂の要点の共有 

Ｃ

校 

小・中・高 

知的障害教育部門 

肢体不自由教育部門 

・振り返りシートを活用した

授業研究 

・全教員による小グループに

よる協議 

・単元計画の試作 

Ｄ

校 

小・中・高・分教室 

知的障害教育部門 

肢体不自由教育部門 

・校内研修会を通した授業改

善の視点の共有 

・指導略案を活用した視点の

共有 

・公開授業を通した授業改善 

Ｅ

校 

分教室 

知的障害教育部門 

・授業評価シートを活用した

授業者の振り返り 

・授業映像を使った研究協議 

・単元計画を示した指導略案

の作成 
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【対象】Ａ校中学部２学年 

【単元名】風を感じよう。風と一緒に遊んでみよう。 

【単元目標】 

・風の力の働きについて興味を持つことができる。 

・身近なもので風のおもちゃを作ることができる。 

新学習指導要領では、中学部理科の内容を「生命」

「地球・自然」「物質・エネルギー」の三つの区分に

整理し、「風やゴムの力の働き」は、「物質・エネル

ギー」の区分に含まれる。２学年では、生活単元学習

の中で、「物質・エネルギー」の区分の内容に 10単位

時間程度取り組む計画である。 

第４表 所員の授業観察メモ(改善前) 

 主体的な学び 対話的な学び 深い学び 

良

い

点 

・紙相撲を使

い、空気砲を

実演すること

によって、生

徒が授業者に

注目する様子

が見られた。 

  

課

題

点 

 ・教員との対

話や教材から

の気付きなど

を通して、「疑

問を持つ力」

を育むことは

できないか。 

・教科等のね

らいが学習活

動と同じで、

生徒に身に付

けさせたい力 

が明確でない。 

授業者からは、主体的な学びのための工夫点として、

風の動きをスモークで目に見える形にしたり、風の音

をサウンドホースで聞かせたりすることで、生徒がイ

メージしやすいようにしたとの自評があった。また、

授業の中盤では、生徒に馴染みのある紙相撲を空気砲

で倒すという教材の提示方法により、それまで横を向

いていた生徒がメインティーチャー(以下、「ＭＴ」と

いう)に注目する様子が見られた。 

対話的な学びについて、生徒の実態によっては、提

示された教材に興味を持つだけでなく、比較対象を用

意し、疑問を持てるような場面設定があるとよいと助

言した。例えば、空気砲の穴の大きさや位置を変えた

複数の見本を用意しておくなどが考えられる。 

 深い学びについて、「興味を持つ」「おもちゃを作

る」というねらいであったが、本時の活動ができたか

できないかだけでは、生徒に身に付けさせたい力が明

確でないことを指摘した。 

 それに対して、改善後の授業は以下のとおりである 

(第５表)。 

＜改善後＞ 

【教科等名】生活単元学習 

【対象】Ａ校中学部２学年 

【単元名】ゴムの力ってなあに。～見よう！作ろう！

遊ぼう！～ 

【単元目標】 

・実験や遊びを通して、ゴムの力で物が動くことが分

かる。 

・日常生活とゴムの関わりについて知る。 

・物作りや実験を通して、意欲的・主体的に取り組む。 

・ゴムの力に興味を持ち主体的に作ることができる。 

第５表 所員の授業観察メモ(改善後) 

 主体的な学び 対話的な学び 深い学び 

前

回

の

課

題

点 

 ・教員との対

話や教材から

の気付きなど

を通して、「疑

問を持つ力」

を育むことは

できないか。 

・教科等のね

らいが学習活

動と同じで、

生徒に身に付

けさせたい力 

が明確でな

い。 

改

善

さ

れ

た

点 

・ホワイトボ

ードに授業の

流れを提示

し、生徒に見

通しを持たせ

ていた。 

・個々の実態

に応じて、ゴ

ムの引き方に

よる飛び方の

違いに気付か

せていた。 

・教科等のね

らい及び個別

の目標におい

て、生徒に身

に付けさせた

い力が明確に

なった。 

 主体的な学びについて、前回所員から特に指摘はし

なかったが、生徒が活動に見通しを持って主体的に学

習参加するために、授業者自身で改善を図っていた。 

 対話的な学びについて、前回の指摘を受け、２名の

生徒の個別目標に「ゴムの力の強弱について理解する」

が加わり、実際の活動場面では、サブティーチャーと

のやり取りを通して、生徒がゴムを引く長さと飛距離

の関係性に気付き、自分で距離を測って的当てする様

子が見られた。支援の方法は、手本を示したり手添え

をしたり目新しいものではないが、教員がゴムを引く

長さへの注目を促していた点が重要だと考える。つま

り、学習活動と個別目標が同じ場合、生徒がゴムのお

もちゃで物を飛ばせることがゴールになるため、ゴム

の力に気付くような教員の働き掛けは生まれにくかっ

たと考えられる。 

 深い学びについて、育成を目指す資質・能力を意識

した目標設定となっており、学習指導案の題材観に示

されている「表したいことを考えてつくる」を加える

と、目標に準拠した評価も可能であると考える。本実

践の学習指導案は全て掲載していないが、生徒観や題

材観が非常に分かりやすく、新学習指導要領の目標・

内容も確実に押さえられており、次年度、単元の指導

計画を作成するにあたり、大いに参考にしたい事例で

ある。 

Ａ校の実践からは、生徒が対話的に学ぶための場面

の設定と生徒に身に付けさせたい力を意識した教員の

働き掛けが授業改善のポイントと考えられる。 

イ Ｂ校での取組 

Ｂ校では、校内研究として「新学習指導要領を開く」
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をテーマに、全校を 22チームに分けて授業研究を行っ

ている。授業実践後に学習指導要領の目標や内容を再

確認し、日々の授業を学習指導要領の視点から見直す

機会にしている。 

Ｂ校は、小学部から高等部の児童・生徒が在籍し、

知的障害教育部門と肢体不自由教育部門が設置されて

いる。校内研究係を中心に、ＰＤＦ化された学習指導

要領を閲覧できるようにしたり、改訂のポイントをま

とめて配付したりして研究の推進に努めている。調査

研究協力員からは、学校全体として主体的・対話的で

深い学びの視点による授業づくりに対する意識につい

て、教員間で差があることが課題として挙げられた。 

高等部肢体不自由教育部門の授業では、ＭＴを中心

に主体的に学ぶための生徒の役割の設定や指導の計画、

対話的に学ぶための活動や支援の手立ての工夫、効果

的なチーム・ティーチングが展開されていた。事例に

ついて詳しく述べる。 

【教科等名】各教科等を合わせた指導(体育、自立活動) 

【対象】高等部肢体不自由教育部門１～３学年 

【単元名】身体を伸ばそう 

【単元目標】 

・体操をして、一日の活動をしやすくする。 

・体操の動きを覚えて、自分で身体を動かす。 

生徒は重度の肢体不自由と知的障害のある８名で、

移動に車椅子を必要とするだけでなく、医療的ケアを

必要とする生徒もいる。新学習指導要領では、知的障

害者である児童に対する教育を行う特別支援学校の小

学部体育の内容を六つの運動領域と一つの保健領域で

整理している。本授業は生徒の実態に合わせて運動領

域の「体つくり運動」について、下学部の内容(小学部

１段階)を取扱い、曲に合わせて指示された身体部位に

自ら触れたり、教員の支援を受けて触れたりする活動

を行っている(第６表)。毎週月曜日から木曜日の同時

間帯に年間を通して取り組む計画である。 

第６表 所員の授業観察メモ 

 主体的な学び 対話的な学び 深い学び 

良

い

点 

・繰り返し同じ

活動に取り組

む、手本の役割

を与えられる

ことにより、見

通しを持って

取り組んでい

る生徒がいる。 

・自己や教員、

友だちとの対

話の場面が設

定され、教員が

生徒の表出を

丁寧に引き出

し、読み取り、

共有している。 

・ＭＴが学ん

だことを活用

しようとする

態度を育てる

視点を持って

進 行 し て い

る。 

課

題

点 

  ・生徒に身に

付けさせたい

力や目標に対

する個々の評

価規準が不明

確である。 

主体的な学びとして、手本の役割を与えられること

で生徒が自分の役割を意識し、周りの生徒の様子を見

てから授業開始のあいさつを行ったり、体操の動作を

ワンテンポ速く行い、手本を示したりする姿が見られ

た。手本役の生徒が動作をしながら教員に視線を送る

と、教員は「〇〇さん、顔を触っていますね」「さす

が覚えているね」という言葉掛けやアイコンタクト、

うなずきでその都度評価しており、生徒自身の即時的

な振り返りに有効であったと考える。ＭＴからは、長

期的な指導計画を基に繰り返し取り組むことにより、

生徒自身が活動内容を理解して身体を動かす様子が多

く見られるようになったとの振り返りがあった。 

対話的な学びとして、自らの手が触れた身体部位に

視線を向けたり見つめたりする様子から、身体を通し

た自己との対話が行われていると捉えられた。ＭＴか

らは、自発的な動きが難しい生徒に対して教員が手を

添えて支援する時も、自分の身体に手が触れているこ

とに気付くために、可能な限り生徒の手が生徒自身の

身体に触れるように手立てを工夫しているとの振り返

りがあった。隣の生徒の肩に触れる活動では、触れた

相手の肩や顔に視線を向け、肩に触れられた生徒は自

分の肩や相手に顔を向けていた。この様子から、体の

動きを調整しながら相手を意識するという、身体を通

した生徒同士の対話が行われていると捉えられた。そ

の際に教員は「〇〇さんに触れるよ」などと言葉掛け

し、生徒が動くペースに合わせて身体を支えるなどの

支援をしていた。また「〇〇さんは上手だよ」と他の

生徒に様子を伝えていた。上体を前屈させる活動の後、

教員の励ましを受けて生徒が自ら上体を起こした場面

からは、教員の励ます声に呼応して自らの身体の動き

を調整するという教員との対話的な学びが見られた。

さらにＭＴの振り返りによると、その様子を見て別の

生徒も同様の行動を取る様子が見られており、他の生

徒と教員のやり取りを受けて、自己の身体の動きに反

映させるという主体的な学びにもつながっていると考

えられた。 

深い学びについては、生徒が授業で学んだことを他

の授業や日常生活の中で活用する姿をイメージした内

容が設定されていた。例えば、授業の後半に行った手

の平を上に向けて静止する「トレイを持つポーズ」は、

動作を行う場面を想起しやすい題材であった。ＭＴは、

友だちの肩に触れる活動は身体をひねる動きの習得だ

けではなく、手を伸ばして他者に伝えたり、かかわろ

うとしたりする力を育てるねらいもあることを振り返

りで述べていた。 

主体的・対話的で深い学びのために、教員は授業全

体を通して、生徒が何を感じ、考えているのか生徒の

様子を観察していた。身体の動きやコミュニケーショ

ン面の表出(視線や表情を含む)の読み取りに努め、生

徒の様子や気持ちを推測して代弁し、生徒のペースで

かかわり、やり取りを重ねながら支援を行っていた。
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さらに、ＭＴを中心に個々の生徒について、身体への

アプローチの仕方、個々の生徒の良い点や頑張ってい

る点を発信し、教員間で共有しており、効果的なチー

ム・ティーチングを行っていた。 

Ｂ校の実践からは、①主体的に学ぶために生徒の役

割の設定や指導の計画を行うこと、②対話的に学ぶた

めの活動や支援の手立ての工夫、③効果的なチーム・

ティーチングが授業改善のポイントになると考えられ

る。 

(3) 後期アンケート調査 

協力校５校を対象に、前期と同じ回答者で主体的・

対話的で深い学びに関する状況調査を行った(第７表)。 

第７表 後期アンケート調査の概要 

対象 調査研究協力校５校 

方法 質問紙調査 

回答者 各学部長、部門長、分教室長等 29名 

実施期間 平成 30年 12月５日～12月 25日 

回収率 100％ 

調査項目 校内の主体的・対話的で深い学びの理解及 

び授業改善の状況について 

【質問１】主体的・対話的で深い学びの理解について４

件法(進んだ～全く進んでいない※以下同じ)で回答 

【質問２】担当する学部・部門における「主体的な学び」

の観点による授業改善の状況について４件法で回答 

【質問３】担当する学部・部門における「対話的な学び」

の観点による授業改善の状況ついて４件法で回答 

【質問４】担当する学部・部門における「深い学び」の

観点による授業改善の状況について４件法で回答 

【質問５】主体的・対話的で深い学びの理解推進に向け

て、効果があった取組４項目(校内研修、授業への助言、

学習指導案の例示、その他)より選択 ※複数回答可 

【質問６】主体的・対話的で深い学びの観点から改善さ

れた授業について、改善のポイントを自由記述で回答 

 調査結果については、以下のとおりである。 

 なお、後期調査では、質問紙において「観点」と表

記しているため、結果の記述においても「観点」を使

用している。 

 
 第 11図 主体的・対話的で深い学びの理解度 

 回答者の９割が「進んだ」「少し進んだ」と回答し

ており、校内で主体的・対話的で深い学びの全般的な

理解は進んでいることがうかがえる(第 11図)。 

 
第 12図 主体的な学びの観点での改善 

 約８割が「進んだ」「少し進んだ」と回答している。

自由記述欄には、「生徒が主体的に取り組めるよう、

視覚支援を活用した」「児童・生徒が興味・関心が持

て、主体的に取り組める授業内容の工夫をした」など

とあり、教材や題材設定の工夫が一層図られるように

なったことが要因と考えられる(第 12図)。 

 

第 13図 対話的な学びの観点での改善 

 約７割が「進んだ」「少し進んだ」と回答している。 

 学部進行に従った増加傾向や部門による大きな差は

見られなかったが、肢体不自由教育部門の小学部で「児

童同士のコミュニケーションを促す授業を計画した」、

中学部で「会話ができる生徒は少ないが、互いに認め

合い共に活動する場面を増やした」との記述があった。

前期調査では、対話的な学びの実現について「全くで

きていない」との回答があったが、後期調査では、対

話的な学びの観点での改善が「全く進んでいない」と

の回答はなかった。このことから、授業研究会や校内

研修会等により、教員の対話的な学びについての捉え

方が変化した可能性が考えられる(第 13図)。 
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【質問３】 担当する学部・部門の授業に

おいて、対話的な学びの観点で改善が進んだか

全く進んで

いない０％ 

全く進んで

いない 

０％ 
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第 14図 深い学びの観点での改善 

「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の

三つの視点から、それぞれ授業改善の状況を回答して

もらったが、それぞれの視点についての改善の意識に

差が見られた。主体的な学びの視点では、約８割が何

らかの改善があったと考えているが、対話的な学びの

視点では約７割、深い学びの視点では約半数であり、

他の視点に比べて改善の実感が伴っていないことが分

かる(第 14図)。 

 理由として、二つが考えられる。一つは、協力校の

授業研究会では、授業者・参観者ともに主体的な学び

の視点からの気付きが最も多く挙がり、授業者が改善

に取り組みやすいことが見て取れる。また、複数の協

力校において、児童・生徒が主体的・対話的に学ぶた

めの指導の工夫については検討されているが、実際に

児童・生徒にどのような資質・能力が身に付いたかを

評価するには至っていない。自由記述においても、「ま

ずは、生徒が興味・関心を持てる主体的な学びの視点

から授業づくりを行う」「学習指導案に主体的・対話

的な視点を取り込むことで、教員全員が主体的・対話

的な活動を意識できるようになった」などの意見が挙

がっていた。 

つまり、今年度は、各協力校において授業改善の方

法論として主体的・対話的な学びが意識された段階と

言え、次年度は、目指す児童・生徒の姿として、深い

学びが一層意識されることが重要となる。 

 
第 15図 効果があった取組(全体) 

効果があった取組として、約７割が校内研修と回答

しており、質問１の結果から、所員が講師となり校内

研修会を実施したことなども、特別支援学校における

主体的・対話的で深い学びの捉え方の理解を進める上

では効果があったと考えられる。しかし、質問２～４

の結果からは、校内研修会で得た視点を実際の授業に

活用できていないケースが一定程度あることが示唆さ

れ、授業研究の進め方や所員の支援の仕方については、

再考の余地があると考える(第 15図)。 

【質問６】 改善された授業について、 

改善のポイントと考えられること 

 
第 16図 改善のポイント 

前期調査と同様に、ＫＨＣｏｄｅｒを使用した自由

記述の分析を行った。第 16図はＫＨＣｏｄｅｒで作成

した階層的クラスター分析の図である。クラスター分

析では、似た性質の単語同士を集めてグループ分けす

ることが可能である。 

第２グループ(クラスター２)に注目して記述内容を

読み解くと、「チーム内の観点の共有」「研究会にお

ける授業評価」が改善のポイントと考えられているこ

とが分かった。具体的には、「授業研究で主体的・対

話的で深い学びの観点から振り返りや質問をする」「学

習指導案に主体的・対話的で深い学びの観点を入れる」

などの意見があった。このことから、前期調査の分析

や協力校における授業研究で指摘した、授業者自身が

考え自分たちの言葉で語り合うことの重要性が明確に

なった(第 16図)。 
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研究のまとめ 

 

１ 成果と課題 

(1) 協力校の取組より 

 協力校の事例の一部を、改善前と改善後という形で

示したが、改善前が「良くない授業」、改善後が「良

い授業」というわけではない。授業者は以前から教材

や授業展開などの工夫をしており、主体的・対話的で

深い学びに通じる実践をしてきたと言える。 

授業者自身の実践が所員や参観者から主体的・対話

的で深い学びの視点で意味付けられることで、新たな

気付きが生まれたことは、協力校における成果である

と考える。 

 協力校における所員のかかわり方の課題としては、

１回の訪問で所員が参観できる授業は限られ、授業の

一部を見て改善点を伝えなければいけない場合がある

ことが挙げられる。所員の訪問時に、対象授業を通じ

て学部の教員に分かりやすくポイントを伝え、学部研

究等において教員自身が的確に授業を振り返る素地を、

調査研究協力員とともに作っていくことが重要だと考

える。 

(2) アンケート調査の結果より  

 成果としては、授業者自身の気付きが改善のポイン

トに挙げられたことである。授業において主体的・対

話的で深い学びを実現するためには、授業者個人やチ

ームで授業を見直し、改善の手立てを考えることが重

要である。所員による事例の紹介や学習指導案の例示

などは、教員が考えるきっかけとして必要ではあるが、

それだけでは具体的な授業改善の取組は進んでいかず、

教員自身が「自分はこう考える」と主体的に改善に取

り組むことが不可欠だと考える。 

 今回、協力校から挙がった改善のポイントは調査研

究協力員会等でも共有し、他校や他学部でも活用でき

るとよいと考えている。 

 課題として、アンケート調査の結果からは、深い学

びやそれを実現するための手立ての理解が十分ではな

い学校や学部があると考えられ、実践を通して今後も

理解を促進していく必要がある。 

 

２ 今後の方向性 

一年次は２年計画の１年目として、実際の指導場面

における授業展開や教員の働き掛けに対して、主体

的・対話的で深い学びの視点から意味付けを行った。 

 二年次は、協力校以外の実践も含めて、主体的・対

話的で深い学びの視点から参考となる事例を収集し、

事例集を作成する。 

 また、今年度に協力校の一部の学校・学部で試作し

た単元計画についても、作成の取組を進め効果を検証

した上で、事例と合わせて研究成果物にまとめていく。 

おわりに 

 

 第１回調査研究協力員会では、調査研究協力員から、

「研究の中心となるのは、教員側の授業改善の取組か、

子ども側の変容か」という質問があった。今年度の研

究の中心は、「教員が主体的・対話的で深い学びの視

点を持って授業改善にどう取り組んだか」であったと

考える。 

 しかし、教員の授業改善は、児童・生徒の学びの質

の向上とリンクしている必要がある。協力校において

も繰り返し伝えてきたが、我々が目指すのは、児童・

生徒が「主体的」「対話的」になることではなく、授

業改善によって、児童・生徒に育成すべき資質・能力

を身に付けることである。 

末筆になったが、本研究に貴重な示唆をいただいた

協力校、調査研究協力員の皆様に心から感謝申し上げ

る。 

［調査研究協力員］ 

みどり養護学校 総括教諭   石丸 葉子 
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［研究員］ 
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