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は じ め に 
 

 今年度、沖縄県教育委員会指定グループ研究に取り組みましたが、グループ研究のメン

バーのみならず、全職員の協力と努力により「報告書」が発刊できたことを大変嬉しく思

います。 

 この報告書には、日頃の授業実践や生徒個々への指導・支援等をより充実・発展させる

ため、先生方が協力し工夫・改善を続け、生徒の主体的な活動を促す手立ての一方法とし

てまとめられています。 

 さて、近年の障害者を取り巻く動向として障害者差別解消法の施行やインクルーシブ教

育システム、合理的配慮など、社会環境整備が進められているところではありますが、学

校現場は新しい学習指導要領が告示されたことで、より「主体的・対話的で深い学び」の

実現をめざした教育課題へ取り組まなければなりません。 

 また、学習指導要領で示された新たな課題として「社会に開かれた教育課程」「教員の指

導力向上」、さらに言語能力の育成や健康・安全・食に関する力などの「学習の基盤として

活用される資質・能力の育成」そして「何を知っているか」という知識の内容を教育課程

に示すことにとどまらず「それを使ってどのように自立と社会参加へつなげ、よりよい人

生を送るか」までを視野に入れた「学びの地図」、つまり、学校教育を通じて子供たちが身

に付けるべき資質・能力や学ぶべき内容、学び方の見通しを示すこと、を教育課程や教育

実践の中で示すことが重要となってきます。 

 しかし、本校においては生徒の実態として自己肯定感の欠如により自信が持てない、自

己抑制力が十分でない、主体性に欠けている、等の課題があげられました。それは同時に、

生徒自身による明確な目標設定や見通しを持った活動の促し、生徒に自信を持たせ自己肯

定感を育むこと等、主体的な活動を促すための指導・支援の工夫が十分ではなかったので

ないか、とも考えられます。 

 そこで、本校の教育目標である「生徒の職業的・社会的自立」を実現するためには「働

くこと」を担う意義を理解すること、自らの役割や主体的に判断し行動する力を身に付け

ること等のキャリアプランニング能力、自ら課題を発見・分析し適切な計画を立てる課題

対応能力などの育成が必要となってきます。その一環として、生徒が主体的に課題と向き

合い課題に対応できる力を育成するために、教師による生徒理解と授業の工夫・改善を図

るため本研究を進めていくこととしました。 

 まず、実行機能アンケートにより生徒の自己理解の実態を把握する、個に応じた適切な

指導・支援を行うためワーキングメモリの理解や指導・支援方法について研修を行う、そ

れを踏まえた上で授業実践を行う、授業を振り返ることにより授業改善へつなげる、とい

った PDCAサイクルによる研究を重ねてきた結果、一定の成果がみられたのでないかと自負

しております。今後さらに研究を深め、教職員が一丸となって取り組んでいくことで、職

業的・社会的自立を図るための「授業改善」に繋がり、生徒が人や社会と主体的にかかわ

ることによって「自分らしい生き方」をみつけていけるよう願っています。 

 最後になりますが、本研究の推進にあたり、御支援・御協力いただいた関係者の皆様に

は心より感謝申し上げると共に、今後とも本校への御理解と御支援を賜りますようお願い

申しあげます。 

 

 

                            令和元年 12月 20日 

県立沖縄高等特別支援学校 

                             校長 安里吉実 
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本校の概要  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
本校の概要 

Ⅰ 本校の特色 

  沖縄県立沖縄高等特別支援学校（以下、「本校」）は、平成３年に具志川市字田場(現在、うるま

市字田場)に開校した。沖縄県で最初の高等養護学校(現在、高等特別支援学校)であり、来年創立

30 周年を迎える。本校は、高等部のみで１学年 45 名定員、現在は全生徒 133 名の生徒が在籍して

おり卒業後、一般就労を目指し、社会自立、職業自立を図ることを教育目標とした教育課程となっ

ているが、より職業教育の充実を目指し、平成 29 年度より「普通科」から年次的に学科改編を行

い、今年度より全学年が「就労技術科」へ完全移行した。また、沖縄県内唯一の全寮制の学校であ

り、学校と寄宿舎が生徒指導・支援を連携して卒業後の社会生活に必要な能力や態度の育成を図る

ことを目指した教育活動を行っている。 

 

Ⅱ 本校の教育目標 

 １ 教育目標 

生徒一人一人の特性などを最大限に発揮させ、将来の職業的・社会的自立を図り、働く喜びと 

誇りを持ち自他ともに敬愛する心豊かな人間の育成をめざす。 

２ めざす生徒像 

   ○生徒の人権を尊重し、逞しく、心豊かな人 

   ○我慢する心を持ち、最後までやり抜く人 

   ○自分で考え、自信を持って行動できる人 

   ○楽しく働き、社会に貢献できる人 

 

Ⅲ 具体的目標 

１ 健康維持と体力の増進を図り、明るく、強く生きぬく人間を育成する。 

２ 逞しく我慢強い心を育て、最後までやりぬく人間を育成する。 

３ 学習及び集団生活をとおして生きる力を育むとともに、社会生活への理解を深め、自立できる  

人間を育成する。 

４ 勤労を尊ぶ態度を養い、職業人として、社会人して「自分は何が貢献できるか」という意識を 

持ち続ける人間を育む。 

５ 就労に必要な知識・技能・態度等を習得し、社会に貢献できる人間を育成する。 

 

Ⅳ 学校の教育目標を達成するための方針 

  本校は、沖縄県教育委員会の掲げる「教育の目標」の達成を基本として、知的障害の比較的軽度

の生徒を対象に、一人一人の障害や特性等に応じて職業教育を中心とした教育を行い、人格の形成

と将来の職業自立に必要な知識・技能・態度等を養うと共に、基本的な生活習慣の形成をとおして

社会自立できる人間の育成をめざす。 

  そのためには、常に、学校の教育目標の具現化に努め、学年及び学級の教育目標や方針及び寄宿

舎の生活目標を明確にし、生徒の人格尊重を基本に、教職員が一体となって保護者や地域社会及び

関係機関等との連携の下、効果的な教育活動を展開する。 

 

 

 

 



Ⅴ キャリア教育 

１ キャリアガイダンス 

   道徳、自立活動、特別活動、職業科のねらいや内容を中心とした各教科等を合わせた指導とし  

て行う。就労と自立に向けた生徒の意識を高め、将来の職業的・社会的自立をめざす。  

（１）作業活動を通し、常に「報告」「連絡」「相談」を意識させ、他者との連携の重要性を身につ  

 ける。 

（２）余暇活動の充実や生活の質を高めるために、余暇活動を支援している関係機関や福祉サービ  

スの手続き等の利用法を学習する。 

（３）あいさつ、言葉遣い、身だしなみ、礼儀、作法、ビジネスマナー、対人スキル等一般就労を

実現するために必要とされる表現能力・態度を身につけ、対人関係能力を高める。  

（４）障害に基づく種々な困難を主体的に改善・克服するために必要な知識・習慣を養うとともに、

一般就労への意欲や一般就労に関する知識や技能、主体的に進路を選択する能力や態度を身に

つける。 

（５）将来、社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方

を実現するための力を身につける。 

 

２ キャリア教育の重点 

  将来、社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を

実現するための力を養う視点から教育を行う。実際の指導に際しては、学校教育活動全体を通し

て行い、生徒一人一人の能力・特性等を把握し、個別の教育支援計画をもとに個々の生徒の適正

に応じた進路選択に努めるとともに、卒業後の社会生活に必要な能力や態度の育成を図る。  

（１）生徒の職業に関する能力・適性等に応じて、進路希望等を的確に把握し、適切な進路指導に 

  努める。 

（２）進路に関する情報を収集し、生徒の職業に関する能力、適性及び希望に応じた職場開拓に努  

める。 

（３）全職員が生徒の実態について共通理解を深め、進路指導の計画・展開が適切に行われるよう  

  に務める。 

（４）公共職業安定所、障害者職業センター、事業所等の関係機関と密接な連携を図り、進路指導  

  の充実に努める。 

（５）ホームルーム活動等において進路指導の時間を特設し、指導を強化する。  

（６）保護者の理解と協力を深めるため、保護者面談、進路講話、就業体験の参観や事業所の見学 

等を計画的に実施する。 

（７）就業体験の評価や反省を基に、実習先から指摘された生徒個々の課題を整理し、学校の教育 

活動全体に反映し、指導にあたる。 

（８）卒業後の進路に関する定着指導に努め、就労の定着を図る。 

 

Ⅵ 生涯学習への意欲を高める指導の重点 

卒業後も生涯にわたって自己啓発に励み、豊かな人生を送ることができるよう、あらゆる機会に、 

あらゆる場所において学習しようとする基本的な能力と自ら学ぶ意欲・態度を育てる。  

 １ 生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、確かな学力を育む指導に努める。  

 ２ 個に応じた指導方法の工夫・改善に努め、基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得を図る。 

 ３ 自己肯定感を育むとともに、自分の良さや可能性を積極的に伸ばし、主体的に学習に取り組欲 

態度の育成に努める。 

 ５ 情報通信機器を活用した効果的な学習を展開することにより、生涯学習の機会の拡充を図る。 

６ 寄宿舎での余暇活動において、生徒自身が企画・運営に携わることにより、主体的な余暇活の 



推進を図る。 

 ７ 運動の推進及び健康・安全に関する指導の充実に努め、生涯を通じて心身ともに調和のとれ健 

やかな体の育成を図る。 

８ 文化やスポーツ等に関して地域における活動内容や施設の情報収集・発信を行い、家庭と連し 

した生涯学習の推進を図る。 

 

Ⅶ 寄宿舎 

  本校は全寮制であり、基本的な生活習慣の確立及び社会自立を目標として個々の能力と特性に応 

 じた指導を進めている。また、より良い生活環境を整え、楽しい集団生活が送れるように配慮し、 

学部・学級、家庭との連携を密にして社会的自立のできる人間を育成することに努めている。 

１ 具体的指導目標          

 （１）明るく素直で且つ礼儀正しい集団生活に必要な規則や約束を守る態度を養う。 

（２）日常生活に必要な望ましい生活習慣を身につけ、自分のことは自分でできる自主的態度を養う。 

 （３）自分の役割に積極的に取り組み、みんなで協力して最後までやり遂げる態度を養う。  

 （４）健全で明るい男女交際と社会的マナーを身につけ、円満な人間関係ができる態度を養う。 

 （５）規則正しい生活を送り自己の健康や安全の維持に適切な行動のとれる態度を養う。  

 （６）余暇利用の一環として余暇活動日を設け、余暇を有効に活用し楽しい寄宿舎生活が送れるよう     

にすると共に社会性の向上に努める態度を養う。    

 

Ⅷ 進路 

 １ 就業体験 

   就業体験を通して、働くことの意義を知り、仕事内容や働くために必要な力について考え、自

己の課題を明確にし、課題解決に向けて以下のように１．２年生は２回、３年生は３回就業体験

を行っている。 

   １年生 就業体験(６月：校内、10 月：校外) 

   ２年生 就業体験(６月：校外、10 月：校外) 

   ３年生 就業体験(６月：校外、10 月：校外、２月：校外)＊３年生は自宅近く 

   

２ 昨年度の卒業生の進路決定数 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般 

就労 

地域 

活動 

支援

セン

ター 

訓練等サービス利用 
福祉

サー

ビス 

進学 

その他 

計 就労

移行

支援 

継続 

支援 

Ａ型 

継続 

支援 

B 型 

自立 

訓練 
入院 在宅 未定 

36 0 3 1 0 0 0 3 0 0 0 43 
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Ⅰ 研究主題  

「軽度知的障害のある生徒が主体的に取り組む力を育成するための研究」 

ー「実行機能」を高めるための授業の工夫とメモの活用を通してー 

 

Ⅱ テーマ設定の理由 

  近年、知的障害特別支援学校高等部においては知的障害の状態が比較的軽い（以下、「軽度知的障害」

とする。）生徒が増えており、軽度知的障害のある生徒の卒業後を見据え、社会的及び職業的自立を目

指した卒業生の社会生活や職業生活の安定のための支援といった教育的対応が大きな課題となってい

る。 

  平成 31 年２月に告示された特別支援学校高等部学習指導要領（以下、「学習指導要領」という。）に

おいても「生きていく知識・技能の習得」「未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力等の育

成」「学びに向かう力、人間性の涵養」と新しい時代に必要となる資質・能力が３つの柱で整理され、

これらの資質能力の育成のために何を学ぶか、「どのように学ぶか」が示されている。「何を学ぶか」に

おいては「新しい時代に必要となる資質・能力を踏まえた教科・科目等の新設や目標・内容の見直し」

が挙げられ、「どのように学ぶか」においては、「主体的・対話的で深い学びの視点からの学習過程の改

善」と示されており、主体的な活動を基盤とした知識・技能の習得、教科横断的な視点からの思考力･

判断力･表現力の育成、学びに向かう力の育成を目指し、授業実践による生徒の変容に関する“気づき”

を共有した授業研究を全教職員で継続的に行う必要がある。  

本校においても、教育目標の中で「将来の職業的・社会的自立」を掲げており、生徒の実態をもとに

作成した「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」を活用し、生徒一人一人の教育的ニーズに基

づいたキャリア教育や職業教育の実践を行ってきた。その結果、卒業時には、平成 29 年度は 77％、平

成 30 年度は 84％の生徒が一般就労として企業に就職している。しかし、早期離職の問題や社会生活の

中でのコミュニケーション能力、柔軟な対応力・判断力が身についていないなどの課題が挙げられてお

り、これらの課題は、学校生活の中や就業体験評価票などからも同様の指摘を受けることも多い。 

そこで、これらの課題改善に向け、軽度知的障害のある生徒の行動を「実行機能」＊１の視点から捉え

た実行機能アセスメントを行い、その結果を生かし「実行機能」を高めるための指導・支援による授業

改善を行うこととした。沖縄県立総合教育センター長期研修での昨年度の成果と課題をもとに本グルー

プ研究では、「実行機能」に関するアンケート調査を計画的に行い、生徒一人一人の「実行機能」につ

いて明らかにし、指導・支援方法のさらなる充実を図ることを目指す。研究を進めるにあたり、湯澤正

通氏、美紀氏（2013）が提唱する『「ワーキングメモリ」＊２を考慮したユニバーサルデザイン（表１）』
＊３を踏まえ、本校用に作成したワーキングメモリを考慮したユニバーサルデザインの活用、および生徒

個々のワーキングメモリの違いを生かした効果的な指導・支援の実践を行う。また、ＯＫＴメモ＊4 を、

生徒の実態に応じた活用ができるよう工夫し、生徒自身が個々の課題に「主体的に取り組む力」を育成

する授業改善・実践等の継続的な取り組みを行う中で、生徒が主体的な活動を通して、授業で習得した

ことを生活へ活用できる能力（以下、「汎用的能力」という。）を育むことができると考えテーマを設定

した。 

 

 ＊１「私たちが目的をもって物事を達成するための能力」のこと。 
＊２学習したことを記憶、処理することのできる脳の機能のこと。 
＊３学習したことを記憶、処理するために必要な４つの区分と、その区分ごとに指導支援の工夫を示した

もの。 

 ＊４ＯＫＴメモとは、全生徒に学校から配布しているメモ帳で、全ての授業での活用を目標にしている。 

 



 

 

Ⅲ 研究仮説 

１ 実行機能アセスメントやアンケート調査等を継続的に行うことにより、軽度知的障害のある生徒一

人一人の実行機能の課題及び変化を明らかにすることで、実行機能の視点から捉えた行動特性や課題

に対する指導・支援方法のさらなる充実を図ることができるであろう。 

２ 実行機能を高めることを踏まえた「指導・支援方法の工夫」を行い、授業研究を通して、教師間で

の生徒の課題や生徒の変容に関する“気づき”の共有化を図り授業改善につなげることで、生徒が「主

体的に課題に取り組む力」を身につけることができるであろう。 

 

 

Ⅳ 研究内容 

１ 「実行機能」に関するアンケート調査により生徒自身による課題の捉え方の向上を図るとともに 

授業研究を通して教職員間の生徒理解と授業の工夫・改善。 

２ 生徒が自己の課題を認識し、課題解決のため目標保持力や主体的に取り組める力を身につけるこ 

とを目指した取り組み。 

 

 

区分 指導・支援の工夫 

①情報の整理 
・情報を構造化(学習目標の明確化） 

・多重符号化(絵やイラストの併用）       

②情報の最適化 
・スモールステップ（授業をユニットに分ける）  

・時間のコントロール（時間の設定、授業の振り返り等）        

③記憶のサポート 
・記憶の仕方を示す（生徒に合った記憶法）  

・補助教材の活用          

④注意のコントロール 
・選択的アプローチ(指示出しの仕方、学習の流れの明示） 

・自己制御（ペア学習など）        

 

 

 

表１ 湯澤が提唱するワーキングメモリを考慮したユニバーサルデザイン 

生徒自身が個々の課題に主体的に対応できる力 

「社会的・職業的自立」 

実行機能を高めるための指導・支援の実践 

 

授業の工夫 

ワーキングメモリを考慮した

ユニバーサルデザインを取り

入れた指導・支援方法 

 
生徒個々の指導・支援方法の工夫 

実行機能アンケート調査による分析結果 

個別の支援計画 

「課題」「困難さ」 

主体的な活動 

就業体験評価表 

図１ 本研究の概要図 



Ⅴ 研究方法 

 １ 昨年度の取り組み内容、成果と課題、今年度の取り組みについて校内研修で情報を共有する。 

２ 「実行機能」に関するアンケート調査を継続して行い、生徒の課題を捉え直し、指導・支援方法の 

改善につなげていく。 

３ 外部講師招聘による研修会を行い、授業実践を通しながら、実行機能及びワーキングメモリについ

ての理論を整理する。 

４ 「実行機能」の視点から捉えた生徒の行動特性に応じて、ワーキングメモリを考慮したユニバーサ 

ルデザインによる授業改善及び個別の指導・支援方法の工夫を図る。 

５ ＯＫＴメモの段階的活用を取り入れ、生徒の実態に応じた取り組みを教職員で行う。 

６ 授業研究を通して、教師間で生徒の課題を共通確認し、学びあいによる授業改善を行う。 

７ 授業実践を行う。 

８ 研究紀要をまとめ、中間報告及び最終報告を行う。 

 

Ⅵ 研究計画 

月 日 研修内容 具体的な取り組み 

４月 12日（金） 全体研修  

グループ研究概要 

・研究の概要確認 ・研究計画の確認 

・昨年までの取り組みについて 

５月 30日（木） 研究協議  

研究テーマ及び研究

内容 

・実態把握「実行機能」について 

・「実行機能」に関するアンケート実施について 

・ワーキングメモリについて 

６月 12日（水） 全体研修会①（出前講

座） 

「『気づき』から始まる生徒理解と支援」 

 県立総合教育センター 比嘉展寿指導主事 

６月 14日（金） 研究協議 ・「実行機能」に関するアンケート集計・分析 

・個別の「実行機能」に関するアンケート結果・分析 

７月 12日（金） 中間報告会 ・公開授業・中間報告会 

８月 ２日（金） 研究協議(授業研究①) 

（ワークショップ） 

・ワーキングメモリを踏まえた UDの作成 

・中間での反省を踏まえた授業実践について 

８月 30日（金） 全体研修会②（公開研

修） 

 

「ワーキングメモリと支援の実践」 

ノートルダム清心女子大学 湯澤美紀 准教授 

・本校研究の取り組みの助言 

９月 13日(金) 研究協議 ・公開研修を踏まえ指導・支援方法の工夫について 

９月 26～27日  

（木、金） 

県外出張 ・ワーキングメモリを考慮したユニバーサルデザインを

取り入れた授業実践(湯澤美紀准教授と連携した取り組

み)を行っている岡山県立岡山西支援学校及び岡山県立

岡山瀬戸高等支援学校への視察    

・メモの学習の実践及び取り組みについて 

10月 15日（火） 研究協議（授業研究） ・指導案様式の確認  

・ワーキングメモリを踏まえた授業実践について 

11月 15日（金） 研究協議（授業研究②） 

研究発表会にむけて

まとめ・準備  

・授業実践発表 

・グループワークによる気づきからの授業改善 

・最終報告書作成について 

12月 20日（金） 最終報告会 ・公開授業  

・最終研究報告会 講評 

1月 31日（金） 全体研修 ・グループ研究まとめと今後の取り組み 



Ⅶ 研究の実際 

１ 理論研究 

（１）特別支援学校高等部学習指導要領（平成 31年２月公示）について 

  ① 特別支援学校高等部学習指導要領の要点 

「社会に開かれた教育課程の実現」を目指すため、「主体的・対話的で深い学びの視点からの

授業改善」「具体的な教育内容の充実･改善」「学習評価の充実・各学校におけるカリキュラムマ

ネジメントの充実」が求められている。新しい時代に必要な力、よりよく生きる力として、「何

ができるようになるか」(目的)では、「生きて働く知識･技能の習得」「思考力・判断力・表現力」

「学びに向かう力・人間性の涵養」と三つの柱で目指す資質･能力が整理され示されている(図２)。

「何を学ぶか」(内容)では、各教科の目指す資質能力を明確化、教科間や行事などとの連携とい

ったカリキュラムマネジメントの考え方を踏まえ、「どのように学ぶか」（方法）においては、「主

体的・対話的で深い学びによる授業改善」を必要としており、本研究においても、目指す資質･

能力の育成を踏まえた、「何のために」「何ができるようになるか」を明確にした授業研究が必要

である。 

 

                 主体性・多様性・協働性 

                

 

                  

 

 

 

                  

 

 

 

 

            

 

     

 

② 資質･能力の育成に主眼を置いた｢主体的･対話的で深い学び｣の視点からの授業改善について            

   学習指導要領では、「単元や題材などの内容や時間のまとまりを見通しながら、生徒の主体的・ 

対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を行うこと」と示されている。「主体的・対話的で深 

い学び」の視点からの授業改善は、三つの資質・能力「知識及び技能が習得されるようにするこ 

と」「思考力、判断力、表現力などを育成すること」「学びに向かう力、人間性などを涵養するこ 

と」が偏りなく相互に関連しながら、実現することを念頭に置いて授業改善を行うことが必要と 

なる(図３)。  

 

    「知識及び技能」                  「思考力・判断力・表現力等」 

 

 

               「学びに向かう力、人間性」 

     

新しい時代に必要となる資質・能力を踏まえた具

体的な教育内容の充実・改善 

主体的・対話的で深い学び（アクティブラーニン

グ）の視点からの授業改善 

新しい時代に必要となる資質・能力の育成 

○生きて働く知識・技能の習得 

○思考力・判断力・表現力の育成 

○学びに向かう力・人間力 

何ができるようになるか 

何を学ぶか どのように学ぶか 

必要な資質・能力を育む 

カリキュラムマネジメントの充実・実現、学習評価の充実 

 

「社会に開かれた教育課程の実現 

 方法 内容 

目的  

  

図２ 学習指導要領の改定の要点 



 

 

さらに、学習指導要領で示された三つの資質・能力を育むための方法、手段としての「主体 

的・対話的で深い学び」は、授業改善を進めていく上で、生徒が能動的に、主体的に学べるよう 

な取り組みが大切となる(図４)。 

 

 

（２）「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」のキーワード及び視点の整理を行った（表２）。 

「主体的な学び」 キーワード 学ぶことの興味や関心/粘り強い取り組み/学習活動の振り返

り/次につなげる学び 

視点 学習内容に「期待」をもてるような指導計画を立てる。 

学習活動に見通しをもてるようにする。 

「対話的な学び」 キーワード 生徒同士の協働/教師との対話/学んだことをもとに考える 

視点 生徒が得意な方法で表現できるような指導の工夫を行う。 

「深い学び」 キーワード 習得・活用・探究という学びの過程/知識を相互に関連 

視点 学んだことを生活で活用できる、イメージできる、なぜと疑問

を持つことができる指導の工夫を行う。 

２ 本校生徒の実態と課題 

(１) 本校生徒の実態 

①  教師用アンケートから(平成 30年 11月実施) 

学習（教科、作業）において指導や支援を行っているのに、「なかなか身につかない学習内容」 

と教師が考えている回答については、表３のような回答があった。 

 

      

〇時間を意識した行動が困難。〔３人〕  

     ○時間になっても集中しているのはよいが、なかなか作業をやめられない。 

     〇チームワーク協動を意識したコミュニケーション、作業が難しい。〔４人〕 

     〇同じ失敗を繰り返す。 

     ○場面指導後に似たような場面でも指導した後と同じような手段を用いて、対応が困難。 

 

１ 各学校が、育成する資質・能力を明確化 

  学教教育目標と教育課程の中で示した資質・能力をとおして意味づけ・関連づける。 

２ 育成する資質・能力を実現するため「社会に開かれた教育課程」をカリキュラムマネジ 

メントを通じて実現して、評価・改善する。 

 

 

３ (１)(２)を実現するための「主体的・対話的で深い学び」の授業改善を図る。 

   資質・能力は「主体的・対話的で深い学び」の繰り返し（継続した授業改善）によって育成 

される。 

生徒が「主体的に学ぶ」ことを大切にする授業づくり 

 

図３ 三つの資質能力の関連 

図４ 学習指導要領における「主体的・対話的で深い学び」の授業改善 

 

表２ 「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」のキーワード及び視点 

 

表３ 教師用アンケートにおける「なかなか身につかない学習内容」と考えている回答 



○他者が指導されている状況から学ぶことや他者の作業を見て学ぶことの意識付けを行っ 

 ているが、なかなか定着しない。〔２人〕 

○自分の取っている行動･発言、その影響についてシュミレーションやイメージができない。 

  〇積極性がなく、指示待ちなところがある。できる時もあるが、定着が難しい。〔５人〕 

〇目的意識を持った行動ができない。何のためにやっているのか、先まで考えながらというの

が難しい。 

○責任感や、積極性。 

○積極的な行動が困難。 

     〇優先順位がつけて取り組むことが困難。 

 

②就業体験先企業評価から（令和元年６月、10月） 

 

 

 

     ○積極的に「自分からやるぞ」という姿勢があったらよい。 

     ○積極性に欠ける。 

     ○指示されると素直に動くが、指示を待っていることも多いので積極性がほしい。 

     ○指示されたことは、ある程度できるが、積極的に聞くことや行動できるようになるとよい。 

     ○指示待ちが多かった。自分から聞けるようになるとよい。 

     ○作業に対しての質問が少なかった。積極的に質問し、仕事理解が早ければ作業もはかどる。 

     ○あいさつ、質問をもっと自分から積極的に行えるとよい。 

     ○作業途中、集中力が切れている様子があった。 

     ○作業途中でボーっとすることがあった（集中力）。 

     ○指示を聞き流したりすることがあった。 

     ○自分で判断して仕事をすることが大切。 

     ○陳列場所がわからない、探すのに時間がかるなどあった（責任感）。 

     ○業務内容が増えてくると、最初に教えた業務がおろそかになった（責任感）。 

     ○時間を意識した仕事ができるとよい。 

     ○もう少しコミュニケーションがほしい。あいさつは社会の上は必要。 

     

（２）卒業生の離職と理由 

   過去３年間（平成 28年度から 30年度卒まで）での卒業生の離職数とその理由を示した。 

 ① 本校卒業生の離職数 (令和元年 10月現在) 

 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

６人 ４人 ３人 

  ＊平成 30年度卒業生においては、３人離職、現在２人が仕事に支障をきたしており対応中 

② 理由 

   ア 自己管理の問題（薬の調整、体調面、気分不良、やる気、体力面） 

   イ 企業側からの解雇（仕事に手を抜く、仕事への責任感のなさ、人間関係） 

   ウ 自己都合（別の仕事に就きたい、仕事に対する気分が乗らないなど） 

時間管理や優先順位に関することや、積極性、周りの状況把握、指示待ち、同じ失敗を繰り

返す、指示理解が難しいなど多くの課題が挙げられている。教師アンケート及び就業体験評価

より、「時間管理」「判断力・対応力」「積極性」「責任感」「忘れない工夫」等といった資質・

表４ 就業体験先企業評価の総評（一部抜粋） 

表５ 過去 3年間の卒業生の離職数 



能力の育成が必要であると考える。また、卒業生の離職理由からも本校生徒の課題および就業

体験評価と同様な課題がみられる。これらのことからも、社会・職業自立の基盤となる「主体

性を育む」ことを大切にした取り組みが重要であると考える。 

（３） 本校の生徒実態と指導・支援方法アンケート【令和元年５月実施】 

① 生徒の実態について 

                質問 はい いいえ どちら

でも 

わから

ない 

① 本校生徒は学校や職場で教えたスキル（技術）が身につきやすい方である。 16 ３ ７ ２ 

② 本校生徒は記憶できる量が少ないと思う。 15 ３ ９ １ 

③ 本校生徒はメモをすることでやることを覚え行動できる。 12 ２ 12 ２ 

④ 「時間が守れない」「同じ失敗をする」などの困り感は、生徒のやる気の問題で

ある。 

０ ７ 19 ２ 

⑤ 本校生徒は学習の積み重ねが苦手なのでその都度確認が必要である。 24 ０ ４ ０ 

⑥ 何度も同じ失敗を繰り返す生徒は、教師の説明を聞かないことが原因である。 ０ 18 10 ０ 

⑦ 本校生徒は、学校で身につけた知識･技能を日常生活でも応用することができる 11 １ 13 ３ 

⑧ 本校生徒は、板書をすれば、全て理解できる。 ０ 18 ８ ２ 
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③メモすることで行動できる
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いいえ

11%

[]ない

[]

わからな
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4%

②記憶できる量が少ない

はい

57%

いいえ

11%

[]ない

[]

わからな

い

7%

①スキルが身につきやすい

はい

0%いいえ

25%

[]ない

[]

わからな

い

7%

④困り感は生徒のやる気の問題

はい

86%

いいえ

0%

[]ない

[]

わからな

い

0%

⑤確認が苦手

はい

0%

いいえ

64%

[]ない

[]

わからな

い

0%

⑥同じ失敗繰り返す教師の説明を聞かない

のが原因

表６ 本校の生徒の実態についてのアンケート回答 (28名回答)           
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質問③④⑥においては、図 5を見てみると、「どちらでもない」という回答が多く、生徒の実態把

握において教師側の捉え方に曖昧な点が見られた。また、⑦「知識・技能の日常生活への般化」に

おいても、「どちらでもない」の回答が約半数を示しており、教師が生徒の学習評価を十分に把握で

きていないことが挙げられた。 

（２）指導･支援方法について 

 

 質問内容 はい いいえ どちらでも わからない 

① 適切な指導支援を行えば、生徒の行動に改善が見られる。 23 ０ ４ １ 

② 生徒一人一人に対する支援が必要であるが、授業では全体を見て進める必要が

あるため個々の支援はできなくても仕方ない。 

２ 21 ５ ０ 

③ 生徒の実態について教師と生徒の「できること」「できないこと」の認識の違い

があるときは、教師側の判断で指導や支援を行う方がよい。 

８ 11 ９ ０ 

④ 主体的に活動に取り組むためには、成功体験を増やすような指導や支援、工夫

が必要である。 

26 ０ １ ０ 

 

ア ン ケ ー ト 結 果 か ら、 指 

導･支援方法においては、生 

徒一人一人に対する指導・ 

支援の工夫が必要であり、 

適切な指導･支援により、成 

功体験が増える中で、生徒 

が「主体的に取り組む」こ 

とができるようになると多 

くの教師が考えていることが明 

らかになった。しかし、指導支 

援方法における質問項目②③の 

回答において、指導・支援方法 

における教師側の困り感をみて 

とることができた(図６)。  
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[]
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業の流れを優先すべき

はい

39%
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[]ない

[]

わからな

い

11%

⑦知識・技能の日常生活への般化

はい

96%

いい

え

0%

[]ない

[]

④成功体験を増やす指導・支

援が主体性の育成につながる

図５ 「本校生徒の実態について」のアンケート調査結果

結果 

表７ 本校の指導・支援方法についてのアンケート回答（28名回答） 

はい

29%

いい

え

39%

[]な

い

[]

わか

らな

い

0%

③生徒より教師の判断で

指導支援を行う

図６ 「指導・支援方法について」のアンケート調査結果 
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本校生徒の実態と指導・支援方法アンケートの回答  

（28 名回答）では、「実行機能」という言葉について、 

「知らない」が７名（25％）、「あまり知らない」が 13 

名（46％）、「知っている」が８名（29％）、「よく知って 

いる」が０名(０％)であった（図 7)。 

結果より、「実行機能」について、「あまり知らない」 

「知らない」と回答した人は全体の７割となっており、 

研修会などを通して「実行機能」について全教職員での 

共通理解が必要である。 

 

３ 本校生徒の課題を踏まえた、「本校のめざす生徒像」と「学習指導要領の資質・能力の育成」の視

点からの取り組み 

特別支援学校高等部学習指導要領に示された資質・能力の育成や、本校の教育目標の実現を目指し、 

本校生徒の課題解決に向けての取り組みを全教職員で共有し目標、手段を明確化、生徒の「主体性の 

育成」を目指した教育活動や組織運営など学校の全職員の授業実践についての在り方を改善すること

が必要である。そのためには、今後、次の三つを柱とした取り組みを行う。 

（１） 学校の実状に合った実態把握からの生徒の課題の捉え方の充実 

（２） 教職員間の共通理解と継続的な授業改善のための研修の充実 

（３） 社会生活への般化へとつながる教科横断的な指導・評価の充実 

  

４ 本研究テーマである「主体的に課題に取り組む力の育成」と「主体的・対話的で深い学び」の視点 

での授業改善 

授業改善を行うには、まず、実態把握することが必要である。実態把握は、特別支援教育の要であ 

り、本校では、多様な生徒がいるので個々の理解をするための柔軟な対応が必要となる。学校の実状 

に合った実態把握、多様で柔軟な実態把握が大切である。 

そこで今回、実態把握の一つの手法として「実行機能」という視点から実態把握を行うことにする。 

私たちの生活のほとんどは、実行機能によって進められており、「実行機能」とは、「私たちが目的を

もって物事を達成するための能力」と定義されている（本多 2017）。「実行機能」の定義は、自ら考え､

判断し､行動するための力と同じ意味で捉えることができ、この力こそが、「思考力・判断力・表現力」

及び「主体的に課題に取り組む力」であると考える。 

（１）実行機能という視点からの実態把握    知的障害のある生徒は適切な方略を自発的に使用

することが困難であったり、課題に関連しない刺激を抑制することが困難であったり（惠羅 2002）、

計画を立てたり、目標に向けて行動をコントロールしたりすることが困難（浮穴ら 2008）といった特

性があり、これらの行動特性は、実行機能との関わりがあることが指摘されている（葉石ら 2010）。

また、池田ら（2011）は、特別支援学校などにおける支援の拡充には、実行機能に注目した適切な支

援方法の開発や実践を行う必要があると指摘しており、実行機能を発揮するには、実行機能アセスメ

ントの結果を実際の学習場面での支援に結びつけていくことが重要であると述べている。実行機能は、

「ワーキングメモリ」「抑制」「シフト」の 3 分類を土台とし、5 分類、7 分類、10 分類といくつかの

分類法があるが、本研究では、より具体的に実行機能の視点からの実態把握をしやすくするため、10

分類での実行機能分類法(図８)を活用する。 

よく
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0% []

29％

[]

46％

[]

25％

N=28 

図７  実行機能について 



 

（２）めざす生徒像と「実行機能」との関連について 

下記に示すようにめざす生徒像と「実行機能」には関連があり、表８に示すとおり本校のめざす 

生徒像および本校教育目標の実現に向けて「実行機能」を高めるための取り組みが必要であると考 

える。 

本校教育目標 

生徒一人一人の特性などを最大限に発揮させ、将来の職業的・社会的自立を図り、働く喜び  

と誇りを持ち自他ともに敬愛する心豊かな人間の育成をめざす。 

 

            表８ 本校のめざす生徒像と「実行機能」との関連 

 

本校のめざす生徒像 関わりのある実行機能 

健康で明るく逞しく心豊かな人 

 

プランニング 時間管理 モニタリング シフティング 

開始と継続 コントロール 

我慢する心を持ち、最後までやり

ぬく人 

モニタリング シフティング 開始と継続 コントロール 

自分で考え行動できる人 

 

プランニング 優先順位 SOSを出す  モニタリング  

シフティング 開始と継続 コントロール 

楽しく働き社会に貢献できる人 プランニング 優先順位 時間管理 空間と情報の整理 

SOS を出す 忘れない工夫 モニタリング シフティング 

開始と継続 コントロール 

図８ 実行機能 10項目での分類 



５ 「実行機能」に関するアンケート調査 

（１） 調査の目的 

本校において、実行機能の特徴や生徒一人一人の強い項目と弱い項目を把握するため、昨年か

ら行っている「実行機能」に関するアンケート調査を今年度も継続して実施した。 

（２）調査方法 

「実行機能」に関するアンケートは教師用と生徒用を準備し、生徒用はルビを振って読みやす

くしたが、アンケート内容は同一とした。生徒用のアンケート調査を行う際には、クラス間で質

問内容の受け止め方に差が出ないよう、アンケート内で使用される語句の説明についてもマニュ

アル化し、アンケート調査はシナリオを担任が読み上げる方法で行った。教師用アンケートにお

いては、１年生はクラス担任が、２、３年生は専門教科の授業（コース）を受けもつ担当者が、

その授業を受講している生徒個々について回答した。なお、使用した「実行機能」に関するアン

ケートは、実行機能を 10 項目で分類しているＮＰＯフトゥーロⅬⅮ発達相談センターかながわ

（2017）を参考にして作成した(表９)。 

（３）調査期間 

令和元年６月 17日（月）～６月 24日（月） 

（４）アンケート調査結果および分析 

 ① 「実行機能」に関するアンケート調査および結果 

 

「実行機能」に関するアンケート調査（教師用） 実施日 ６／  

 

〈はじめに〉これから行うアンケートは「実行機能」を調査するためのものです。「実行機能」とは、自分がやりたいこ

と、やらなくてはいけないこと、困ったことなどがあった時に、自分にとってよりうまくいくように考えたり、行動す

るために必要な力です。「実行機能」にはたくさんの力が含まれていますが、今回は代表的な力（10 項目）について、

下記のチェックシートに評価をしてもらいたいと思います。各質問を読んで、当てはまる数字（５．４．３．２．１）

に〇印をつけて下さい。 

〈選択する数字の説明〉５・・・どんなことにも自分一人で工夫してできる 

           ４・・・自分一人でできることもある 

           ３・・・先生や友達に少し手伝ってもらえればできる 

           ２・・・先生や友達に多く手伝ってもらえればできる 

           １・・・先生や友達に手伝ってもらってもできない 

①  プランニング(計画） 実現できる計画が立てられる。 ５ ４ ３ ２ １ 

②  優先順位 やることがたくさんある時に、先にやったほうがいいもの

を考え大切なことからやれる。 
５ ４ ３ ２ １ 

③  時間管理 しめきりや約束の時間を守った行動ができる。遅刻しない。

必要な時は急げる。 
５ ４ ３ ２ １ 

④  空間や情報の整理 ものや情報がすぐに取り出せるように整理している。わか

らないときの調べ方がわかっている。 
５ ４ ３ ２ １ 

⑤  SOSを出す わからないときや困ったときに、助けを求めることができ

る。 
５ ４ ３ ２ １ 

⑥  忘れない工夫 忘れてはいけないことを覚えておけるようにしている。 ５ ４ ３ ２ １ 

⑦  モニタリング やりまちがいや、やり忘れがないかなど見直す習慣がつい

ている。 
５ ４ ３ ２ １ 

⑧  シフティング(柔軟性） うまくいかなそうなとき、違うやり方を考え、実行できる。 ５ ４ ３ ２ １ 

⑨  開始と持続 やるべきことをすぐに始めて、完成するまでやり続けられ

る。 
５ ４ ３ ２ １ 

⑩  コントロール うまくいかないとき、落ち込みすぎたり、うれしいとき興

奮しすぎたりせずに活動ができる。気持ちの発散方法をも

っている。 

５ ４ ３ ２ １ 

 

 

 表９  「実行機能」に関するアンケート調査(教師用)（一部抜粋） 



   

  

 

 

全学年と各学年に分けて、アンケ  

ートの集計及び分析を行った（図  

９）。その結果、昨年同様、一部の 

項目を除き、全体的に教師による生 

徒評価は生徒の自己評価より低い 

傾向があることがわかった。しかし、 

この結果からは実行機能の特徴を 

見いだすことはできず、課題改善に 

向けて指導・支援につなげる手立て 

を見つけることはできなかった。  

 そこで、昨年と同様に、実行機能      

 の項目ごとの平均値データをもと 

に１～３と低く評価した割合を算 

出した（図 10）。評価１～３とは支 

援や手助けを必要としていること 

を示す評価値である。実行機能の各項目の中で生徒の評価を見てみると「空間や情報の整理」「忘 

れない工夫」「モニタリング」「シフティング」「コントロール」などの項目においては、約４割の 

生徒が支援を必要であると考えており、これらの項目では、６割以上の教師も生徒に対して支援 

を必要と感じていることが明らかになった。  

 図９ 「実行機能」に関するアンケ―ト 全学年及び学年の項目ごとの評価の平均値 
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  図 10 実行機能で１～３の低い評価をした割合（今年） 
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また、昨年のアンケート結果(図 11)

の１～３と低い評価となった割合の

項目と比べてみると「空間や情報の整

理」、「忘れない工夫」、「モニタリング」、

「シフティング」等の同じ項目で支援

や手助けを必要と感じていることが

わかった。 

この結果から、支援や手助けを必要

としている項目の課題を改善し、実行

機能を高めるため、学校全体の取り組

みとして授業の中で、低い評価を示し

た項目の課題改善に重点を置いた指

導・支援方法を工夫していく必要があ

ると考えられる。 

②  個別の「実行機能」に関するアンケート調査 

アンケートを実施できた 131 名の生徒に対して、個別に「実行機能」に関するアンケート調査

結果票を作成した(図 12)。この結果票は生徒と教師の評価の差を図示し、また 10 項目の評価の

高低を分かりやすくグラフ化することにより生徒と教師の評価の違いや、各生徒の実行機能の強

い項目と弱い項目を一目で明確化できる結果票である。 

     ２、３年生においては、昨年度の結果票を参考にしながら、生徒一人一人の実行機能の変化に

ついても明らかにし、指導・支援方法及び対応のさらなる充実を図る必要がある。 

 

 

 

図 11 実行機能で１～３の低い評価をした割合（昨年） 

 

図 12 個別の実行機能に関するアンケート調査結果票(一例) 

 



６ 「主体性を育む」ための指導・支援方法の工夫 

－ワーキングメモリを考慮したユニバーサルデザインを取り入れた授業づくり－ 

授業全体の指導・支援として、実行機能 10 項目の中で、生徒や教師が生徒にとって特に必要と 

感じている「空間や情報の整理」「忘れない工夫」「モニタリグ」「シフティング」について効果的 

な指導・支援を行うため、湯澤ら（2013）の示したワーキングメモリを考慮したユニバーサルデ  

ザイン(表 10)を参考に、指導・支援の工夫を行う。ワーキングメモリを考慮したユニバーサルデ 

ザインを取り入れた授業づくりを行う理由として、『授業の UD モデル』＊１でも示されているよう  

に学んだことを理解、習得、活用（社会生活への般化）することができる、いわゆる「主体性 

を育む」には、まずは学びに参加することが重要であり、学びへの参加を促すために授業への参加 

のハードルを取り除くことが必要である。 

そこで、本校生徒の実態に即した具体的な指導・支援及び工夫について考え、本校におけるワー 

キングメモリを考慮したユニバーサルデザインとしてまとめたものを取り入れた授業づくりを行う。 
＊１ 授業での「学び」の階層モデルであり、「参加する」「理解する」習得する」「活用(使う)」という段階がある 

それぞれの段階での子どもの特徴、授業でのバリアを除く工夫（指導方法の工夫、教育方略の工夫）が示され 

ている。「授業への参加」を促すための具体的な指導支援方法の工夫としては、時間設定を明確にする、情報を 

簡潔に板書や説明する、ペア学習などの学習方法を取り入れるなどがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ユニバーサルデザインを活用した具体的な指導・支援及び工夫（実行機能の項目） 

①情報の整理     

      

□今日の学習の目標や作業内容を簡潔に板書する。(忘れない工夫) 

□板書する際の文字の配置を工夫する。 

□作業内容の流れをナンバリングして示す。(空間や情報の整理) 

□目標や作業内容を言葉で簡潔に伝えながら、板書する。（空間や情報の整理） 

□大切な指示を板書する。(忘れない工夫) 

②情報の最適化    

       

□一つずつの指示を短くする。(空間や情報の整理) 

□「話す」・「聞く」・「書く」の時間を別々に設定する。(シフティング) 

□時間の意識をするため、時計やタイムタイマーなどを活用し時間設定を明確にする｡(シフティン

グ) 

□学習シートを活用する。(モニタリング) 

③記憶のサポート 

        

        

□ＯＫＴメモ＊に目標や作業内容などを記入する。（モニタリング） 

□目標及び生徒個々の作業内容や注意点を発表する。 

□前回の授業の振り返り、まとめをする。(モニタリング) 

□学習の流れをパターン化する。 

□ミニホワイトボードや i-padなどを活用する。(忘れない工夫) 

④注意のコントロ

ール 

       

      

 

□黒板の周りに整理し、必要な情報のみ掲示する。(空間や情報の整理) 

□机や作業台の周囲を整理整頓する。 

□作業しやすい動線をつくる。(空間や情報の整理) 

□ペア、グループ学習を取り入れる。(モニタリング) 

□全体指示後に必要な生徒に個別に指示を出す。(忘れない工夫、シフティング) 

□学習の流れや個々の生徒の作業を黒板に明示する。（色ペンを効果的に利用） 

□学習ノートを活用し自己評価及び自己の課題を認識できるようにする。(モニタリング) 

表 10  本校におけるワーキングメモリを考慮したユニバーサルデザイン 



 

【ワーキングメモリについての補足】 

Q：ワーキングメモリって何？  

 A：情報を保持・処理する「脳の作業場」 

 

Q：ワーキンメモリの特徴は？       

A：時間的制約、情報の制約あり。   

 意味のまとまりが記憶の最小単位。 

   情報が多すぎるとイライラする。 

 

Q：ワーキングメモリの大きさってみんな同じ？   

A：個人差がある。 

 

Q：ワーキングメモリが小さいとどうなるの？ 

A：すぐに学習したことを忘れてしまう。   

途中で､何をしていたが忘れてしまう。 

 たくさんの情報や指示が理解できない。 

 

Q：ワーキングメモリを大きくすることはできる？  

A：できない。 年齢とも関係ない。 

 

Q：ワーキングメモリが小さい生徒へ手立ては？ 

A：ワーキングメモリをボトルと見立てると大き 

い口のものもあれば、小さい口のものもある。

小さい口にはロートを差し込んであげると、

学びをボトルの中に入れることができる。こ

のロートこそが子どもたち一人ひとりに対す

る支援。 

 

Q：ワーキングメモリを考慮した授業  

の工夫をなぜするの？ 

A：学びのピラミッドと関係している。  

学んだことを理解し､習得し､活用 

（生活への般化）するには、まずは 

学びに参加することが重要。 

ワーキングメモリの小さい生徒は、  

情報量が多すぎると不安が増し、バ  

リアをはってしまう。よって、ワー  

キングメモリを考慮した授業の工夫   

をすることで、授業でのバリアを除   

き、学びを理解し､習得し活用するこ 

とができるようにする。 

   



 

７ 研究協議 

 （１） 授業研究①(８月２日実施) ワークショップ 

－ワーキングメモリを考慮したユニバーサルデザインのことを知ろう― 

     ワーキングメモリを考慮したユニバーサルデザイン 

    による授業づくり、ＰＤＣＡサイクルによる授業改善を 

    全教職員で連携して行うため、実行機能アンケート結果 

    から見えてきた生徒の実態を踏まえ、教師間の共通理 

    解及び教科間でのつながりを持った授業実践や指導・支援 

    方法の工夫ができるようにワークショップ型の校内研修を   

行う。 

     ４グループ(図 14)に分かれ、湯澤が提唱する指導・支援 

    及び工夫(表 11)をもとに、すでに本校の教職員が取り組 

んでいる指導・支援方法や工夫、今後取り組もうと思っ 

ているアイデアなどを出し合う。さらに、グループごと 

の取り組みの中で出てきた意見や考えをまとめ発表する 

中で、ワーキングメモリを考慮したユニバーサルデザインについて共通理解を図る。 

(グループワーク) 

  ① グループ分けを行った。 

 

 

② 下記の表 11 で示した授業での指導・支援方法の工夫が、ワーキングメモリの４つの項目のど

の項目に当てはまるかを考え、付箋（水色）をシートに貼り付けた。 

表 11 湯澤が提唱する授業の指導・支援方法の工夫の一例 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１グループ 

【3年担当者】 

農園芸・木工 

窯業・クリーニング 

流通サービス・寄宿舎 

 

 

 

 

２グループ 

【2年担当者】 

農園芸・木工 

窯業・クリーニング 

流通サービス・寄宿舎 

 

３グループ 

【教科①】 

国語・社会 

数学 

寄宿舎 

４グループ 

【教科②】 

体育・音楽 

美術・理科 

家庭科・情報 

○学習の流れをパターン化 

○課題の量を生徒に応じ調整 

○作業手順を図式化           

○全体指示後、個別に指示     

○ワークシートの活用     

○話を聞く、書くの時間を分ける  

○目標の明示            

○学習の自己評価をさせる    

○授業を短くユニット化 

○色チョークや色ペンの使用        

○板書の仕方、ノートの取り方をパターン化  

○生徒の発表後、ポイントを教師が整理  

○授業を振り返り、まとめる 

○ノートをとる箇所をはっきりと示す   

○多感覚を利用（音声情報、視空間情報、触覚） 

図 13 授業研究における全体説明 

図 15 取り組みの様子 

 図 14 グループワークをする際のメンバー分け 



   ③ 各教科の授業で取り組んでいる指導・支援方法の工夫 

を挙げ、付箋（ピンク）に記入しワーキングメモリを考 

慮したユニバーサルデザインの４つの項目（情報の整理 

情報の最適化、記憶のサポート、注意のコントロール） 

に分類し、シートに貼り付けた。 

また、グループワークをする中で、今後取り組めそう 

なこと、他教科の指導・支援方法の工夫を自分の教科で 

も取り入れられそうなことを付箋（黄色）に記入し、シ  

ートの項目に合わせて貼り付けた。 

④ グループごとの話し合いの中での意見や考えたことを 

もとに、発表を行った(図 17)。 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 「指導・支援方法の工夫」をワーキングメモリ 

の４つの項目への分類においては、専門教科のグ 

ループと教科のグループにより大きな違いが見ら 

れた。この違いは、指導・支援方法の工夫を「何 

を目的」や「どのような力の育成をするのかとい 

う目標」によって分類が異なるためである。その 

ため、発表においては、分類方法の理由や各教科 

での取り組みについて「目的」を意識した「指導・ 

支援方法の工夫」の視点について、グループごと 

に詳しく説明を行ってもらった。 

ピンクの付箋については、「面白い取り組みだ 

な」「これなら生徒も自分で取り組めそう」「実や 

完成品を見せることでイメージつきやすくなりそ 

う」など、他の先生方の取り組みについて知り、 

自分の授業づくりに取り入れようと興味をもつ 

先生方も多く見られた。また黄色い付箋（取り組 

んでいる指導・支援の方法）においては、ピ 

ンクの付箋（これから取り組んでみようと考えている指導・支援の方法）での意見をもと 

に、支援が必要な生徒を思い浮かべながら「○○さんにはこういう指導・支援の工夫もで 

きるのでは」「わたしもスーパーサブという役割を置こう」など積極的な意見や取り組みに 

対する具体的な支援の工夫が示されていた。各グループで仕上げた表は、「ＯＫＴデザイン」 

(図 18)とし、今後の授業実践の中での指導・支援方法の工夫を行う。 

図 18グループごとで作成した「ＯＫＴデザイン」 

図 16 各教科ごとの指導・支援方法

の紹介 

図 17 グループごとの発表 



（２）学習指導案の様式について 

これまでの、校内研修や外部講師を招聘した公開研修を踏まえ、「主体性を育む」視点に加え本 

   時の授業目標をどの視点で評価するか（評価規準）を明確にしていけるよう、指導案の様式に明記 

できないかと考えた。学習指導案は、様々な様式があるが、「主体的・対話的で深い学びの実現」 

に向けた授業改善を通して資質・能力を育む効果的な指導を行うため、指導案の改善を行い、実態・ 

展開の工夫をした指導案の様式を作成した。 

  ① 学習指導案の項目について 

    指導案の作成に当たり、実行機能やワーキングメモリを考慮したユニバーサルデザインに留意し

た項目をあげ、それらを盛り込んだ指導案の様式にする。 

  ② 主体的・対話的で深い学び」と「評価規準」の視点 

    目標には、「どのような力を身につけたか」という視点と学び方として「主体的・対話的で深い

学び」を関連付けて授業を実践できるように評価規準(どの視点で評価するか)を項目に入れた。 

  ③ ワーキングメモリを踏まえたユニバーサルデザインにおける視点 

    本校の生徒及び教員がともに支援や手助けを必要としている実行機能の４項目(忘れない工夫、 

空間と情報の整理、モニタリング、シフティング)を高めるため、ワーキングメモリを踏まえたユ 

ニバーサルデザインを指導・支援方法の工夫とし、項目に入れた。 

     ＊学習指導案新様式においては、中間報告後の授業実践から使用 

 

 （３）授業研究②（11月 15日実施） 

これまでの研修を通して、実践授業をもとに授業研究を行った。 

   改善を行った指導案様式で作成した学習指導案をもとに、「どういう力を身につけたか」という目 

   的と関連した評価規準の設定、目指す力の育成のための「学びの視点」、実行機能の手助けや支援 

を必要としている項目の「指導・支援方法の工夫」について共通確認した上で「各教科間の連携の 

必要性」「主体性を育むための授業づくり」などについて意見交換を行った。 

 グループワーク 

    

（準備物：ホワイトボード、付箋、マジック、指導案） 

①グループリーダーの授業実践の説明をする。  

②支援を必要とする４つの項目毎に授業での取り組みを分類する。     

      主体的な学び：ピンク   

対話的な学び：きいろ    

深い学び：きみどり            

③実行機能で課題である 4つの項目を支援するために、各教科での授業の取り組み方を付箋に 

書く。重要：目指す学び（主体的・対話的で深い学び ）、支援や手助けを必要とする４つの 

項目(忘れない工夫、空間や情報の整理、モニタリング、シフティング)に対応する支援を踏 

まえ、各教科での取り組みを共有する。 

④書いた付箋を模造紙の該当する項目欄にはる。 

⑤発表 伝えてほしいこと 

１視点１コメントする。 

 

 

 

 

 

 

忘れない工夫 空間や情報の整理 

モニタリング シフティング 



  

 

 

 

 

グループワークを通して、「何のための」、   

「どういう資質・能力の育成」を目指した取 

り組みであるのかを明確にし、評価規準につ 

いての理解を深めることができた。また、各 

教科の授業での学びを多角的に見ることがで 

きた。 

授業においてはすでに、各教科で生徒の実 

態に合わせて様々な指導・支援方法の工夫を 

行ってきたが、今までの授業づくりにおいて 

「指導・支援方法の工夫」が「目的」となっ 

てしまい、資質・能力を育成するために大切 

な学びの視点を明確にしないままの指導・支 

援になっていた。 

しかし、今回のグループワークを通して、 

「主体的・対話的で深い学び」の視点で、標 

を踏まえた評価規準、「主体性を育む」ための 

授業づくりを行うための「指導・支援方法の 

工夫」について教師間で共通確認でき、グル 

ープごとに学びの視点を踏まえた実行機能 

の 4項目への「指導・支援方法の工夫」をまとめることができた（図 21～図 24）。 

また、「どのような学びの視点」で指導・支援を行い、「どのような力の育成」につなげていくか 

を明確にし、授業づくりをしていく大切さを全教職員で再確認することができた。 

 

 

 

図 19 グループごとの協議の様子 

 

図 20 グループ代表者による発表 

図 21 グループ１ 図 22 グループ２ 

図 23 グループ３ 図 24 グループ４ 

グループワークで作成した概念化シート 



８ 全体研修会 

（１）「気づき」から始まる生徒理解と支援 

～実態把握から授業改善へのカリキュラムマネジメント～ 

これまで述べてきたワーキングメモリを考慮したユニバーサルデザインを踏まえた授業改善を 

全教職員で取り組んでいくため、実態把握と授業改善へつなげていく視点について沖縄県総合セ 

ンター特別支援教育班 比嘉展寿指導主事を講師に理論研修会を行った。 

出前研修 

日時 令和元年６月 12日（水） 16：10～17：00 

講師 沖縄県立総合教育センター 特別支援教育班 指導主事 比嘉展寿 

場所 沖縄高等特別支援学校 視聴覚室 

【研修内容】 

 ○特別支援教育の要は実態把握！ 

  ○学習機会を増やし授業への参加率を上げる工夫 授業の UDモデル 

  ○ワーキングメモリについて 

   ・ワーキングメモリはボトルネック  

 ・ワーキングメモリの 4つの側面 

   ・ワーキングメモリチェックテスト 

   ・ワーキングメモリ能力に合わせた認知 

不可を最適化するための 7つの原則 

   ・ワーキングメモリの小ささから学習に 

つまづいている生徒を支援する方法 

 

  ○学習へのアプローチ 

  ○鹿児島大学教育学部附属特別支援学校 

   の授業づくり 

  ○評価と評価基準、評価基準の設定 

○汎用的能力をつける 

   ・活用場面の設定    

・授業と生活の連続 

   ・「育成を目指す資質・能力の 3つの柱」 

と「本校の子どもに育てたい資質･能力」 

   ・学びの三要素    

・学習活動の設定    

・授業改善の視点 

  ○新たな授業研究会のスタイル  

・チームとして問題解決にあたる 

 

【研修後アンケート：キーワードと感じた言葉 今回の研修の感想、教育実践へ活用】 

 キーワード：汎用的能力をつける フットワーク･チームワーク・ネットワーク 

       ボトルネック ワーキングメモリ 職員同士のコミュニケーション 

       実態把握 自分たちのための研究 いい雰囲気づくり 授業と生活の連続 

・本校の行事などを加味して教科横断的に同時期に、同一目標を掲げて取り組んでみたい。 

・教師間の情報共有が効率のよい生徒への指導・支援につながると感じた。 

・黒板で今やることが確認できるようにすることを工夫していきたいと思った。 

・授業改善の方法などを具体的に考えることができた。 



・個人差が非常に大きいので、どこを基準にして集団で授業していくのかをいろいろ試さないといけな

いと感じた。 

・授業での説明は、簡潔に早く済ますよう心がけて授業していきたい。 

・しっかりとした目標、その授業のゴールをちゃんと設定して生徒とそこに向かえる授業を行っていき 

たい。 

・ワーキングメモリの点で、生徒一人一人の実態把握を行った上で目標達成に向けた効果的な支援を心

がけなければならないと感じた。 

・生徒から、「次の授業何やるの」とよく質問をされるがなぜ聞いてくるのかわからなかったが安全欲

求に関わっていると知り、次からは答えていこうと思った。 

・チェックリストを活用し､生徒の実態を把握することを推進していきたいと思う。 

・生徒の得意、不得意を理解し、授業に生かすことが大切。 

・汎用性能力の育成を目標にしていく。 

・「生活場面で活用できることを増やす」という視点での授業づくりを行う。 

 

  

（参考資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）ワーキングメモリの理論と支援の実際 

ワーキングメモリ理論の整理と、生徒理解に基づいた学習支援について理解を深めるため、ノ

ートルダム清心女子大学 准教授 湯澤美紀氏を外部講師とし公開研修を行った。 

 

公開研修 

日時 令和元年８月 30日（金） 10：00～12：00 

講師 ノートルダム清心女子大学 准教授 湯澤美紀 

場所 沖縄高等特別支援学校ふれあい広場 

本研修の概要 

Ⅰ ワーキングメモリの学習と関連を理解 

Ⅱ ワーキングメモリを最大限活かす生活を再確認 

Ⅲ ワーキングメモリ理論を手がかりとした一人ひとりの子どもの理解の視点を得る 

Ⅳ 子ども理解に基づいた学習支援･就労を学ぶ 

Ⅰ疑問:ワーキングメモリは年齢ともに大きくなるの？ 

○ワーキングメモリの特徴 

○「今、この瞬間」の学習＝ワーキングメモリ 

○ワーキングメモリはボトルネック 

○ワーキンメモリにおける個人差、ワーキングメモリと学習 

○オーバーフローを回避する工夫 

○ワーキングメモリと長期記憶 

Ⅱ疑問:ワーキングメモリはトレーニングで大きくなるの？ 

○トレーニングの効果に関する概要  

Ⅱ疑問:ワーキングメモリをフル回転させるためには？ 

○自己評価の低下とステレオタイプ脅威 

○睡眠の働き ワーキングメモリと生活習慣 

Ⅲ疑問:子どもの認知的特徴をいかに把握すべきか？ 

 ○ワーキングメモリモデル  

○学び方の多様性 

Ⅲ疑問:どれくらいの情報量が適切？ 

 ○学びのピラミッド    

○ワーキングメモリの特徴 

Ⅳ疑問：支援の視点は？ 

 ○ワーキングメモリの理論を踏まえた支援方略の視点 

 ○「合理的配慮」を意識したフォント選び ○授業場面 

 ○ユニバーサルデザインに着目した研究授業の活用 

 

【研修後の感想】 

・3つのチャンネルを視点にした具体的な教授方法を示してくれたのがよかった。 

・ジョリー･フォニックス（多感覚を用いた読み書きの学習法）の学び方は、どの分野においても応用

ができると感じた。多様な学び方を教員が引き出すことにやりがいを見出していきたい。 

・今、対面している生徒たちの指導にあたり、とても合致していて意識を高めながら聞くことができた。 

・人によって理解力の違いがあることを考えて、生徒支援を行っていきたい。 

・生徒に伝えていたつもりでも、受け取る側の記憶メモリー等、生徒の実態に合わせた伝え方をしてい

かないといけない…と強く感じた。 



９ もう一つの視点からの取り組み 

（１）「メモの学習会」とＯＫＴ掲示板 

    生徒の課題の一つとして、先が見通せず、気持ちのコントロールができない、やるべきことに優 

   先順位がつけられない等がある。授業でのメモの活用、行事や就業体験、自己のスケジュールを管   

   理し先を見通した主体的な活動を行うためには、生徒自身に必要な情報を把握し忘れずに取り組む 

   ことが必要となる。就業体験においても指示内容をメモすることが多く、メモの効果的な活用が重 

   要である。授業だけのメモの活用ではなく、日常の中でメモをとる工夫、メモをとる習慣を身につ 

   けることにより見通しを持って主体的に物事に取り組んでいけるのでないかと考え、生徒向けに学

年ごとの「メモの学習会」の実施(図 25)及び掲示板を設置(図 26)した。 

 

  ① メモの学習会 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 掲示板の設置 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

③ ＯＫＴメモの活用例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 25 「メモの学習会」の様子 

図 26 ＯＫＴ掲示板 

図 27 生徒のＯＫＴメモ活用事例 



 

(２) ＯＫＴメモ・掲示板についてのアンケート調査 

生徒のメモ帳や掲示板への活用の実態を知るため、ＯＫＴメモ・掲示板についてのアンケートを 

を行った。（11月 15日実施） 

 

① ＯＫＴメモを使っていますか。あてはまるものに○をつけましょう。 

とても使っている〔18〕 使っている〔51〕 あまり使っていない〔42〕 

 使っていない〔10〕 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 今年から､メモ帳がかわりましたがどうですか。あてはまるものに○をつけましょう。 

 とても使いやすい〔30〕 使いやすい〔50〕 使いにくい〔９〕  

 あまり変わらない〔20〕 わからない〔3〕 

 

               

 

 

 

③ メモ帳に書くことで､変化があったと思うものに○をつけましょう。（複数回答可） 

   （  ）予定が立てやすくなった〔59〕      

  （  ）忘れ物が少なくなった〔61〕 

（  ）やるべきことを忘れずにいられるようになった〔26〕 

（  ）次に何をやったらよいかわかるようになった〔30〕 

  （  ）先生の指示がなくても、自分で行動できるようになった〔24〕 

  （  ）メモを見れば必要なことがわかるので、気持ちが楽になった〔38〕 
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図 28   「ＯＫＴメモの活用」について 

図 29  「ＯＫＴメモの使いやすさ」について 

(人) 



 

  

 

 

 

 

 

その他、メモをとること

で、自分自身で変わったなと思う ことがあれ

ば書いてください。 

     ・メモのおかげで忘れ物が少なくなった。〔６〕 

・大事なことをメモできるようになった。 

    ・メモ帳を見てやることが確認できた。 

    ・メモをしたら、次自分が何をやるべきなのか見たらわかるのでわかりやすい。 

    ・振り返られるので、よいと思う。 

・メモをとる意識が強くなった。 

    ・必要なことがわかるようになった。 

    ・メモをとることによって、どんどんメモをするようになった。 

    ・メモをとる習慣がついた。〔２〕 

    ・メモに興味が持てた。 

    ・一年の頃よりメモをとるようになった。 

    ・就業体験先で仕事内容を覚えることが多く大変だったけどメモをして覚えた。〔２〕 

    ・就業体験の時に自分がわからなくなったときにメモを見て確認できた。 

    ・ノートみたいでとても使いやすい、書きやすい。〔２〕 

    ・前はメモを書かなかったけど、今は書きやすくなってかけるようになった。 

     ・毎日書いていて、とても使いやすい。 

 

④ 「メモの学習会」をしましたが、メモのとり方についてわかりましたか 

   （1年生：就労基礎の授業 2，3年生：メモの学習会） 

     よくわかった〔34〕  まあまあわかった〔67〕  あまりわからなかった〔６〕   

わからなかった〔３〕 
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図 30 「ＯＫＴメモに書くことでの変容」について 

図 31 「メモの学習会」について 

(人) 

(人) 



⑤ 掲示板を作ってみましたが、掲示板を見ることで何かかわったことはありますか。あてはまる 

 ものに○をつけましょう。 

（  ）行事などがわかりやすい〔68〕 

（  ）見通しがもてる〔20〕 

（  ）時間割変更などがわかりやすい〔49〕 

（  ）言葉だけの連絡よりも、見て確認できるので理解しやすい〔47〕 

（  ）２ヶ月先まで予定がわかるので、安心する〔40〕 

（  ）掲示板を見れば、情報がまとまっているのでわかりやすい〔48〕 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他意見があれば書いてください 

     ・３ヶ月分の行事予定表がほしい。       

・ずっとこれがいい。   

 ・とてもわかりやすい。            

・２年生の廊下の前にも置いてほしい。 

     ・１ヶ月の行事などを早めにわかるのでいいと思う。 

・掲示板が学年ごとにあると見やすい。 

   

   ⑥ ＯＫＴメモも掲示板もみなさんが、自分で考えて行動できるようにするためのものです。掲示 

板の予定表をもっと見やすくしてほしい、メモ帳ももっと使いやすいものにかえてほしいなど、

アイデアがあればおしえてください 

     ・メモ帳の行数を増やしてほしい。          

     ・掲示板の文字の大きさをもっと大きくしてほしい。 

  ・掲示板の行事予定の色をもっと使って見やすくしてほしい。 

   

 アンケート結果より、ＯＫＴメモを約 6 割の生徒が「使っている」「よく使っている」という回

答をしている。しかし、４割の生徒が「あまり使っていない」「使っていない」としている。メモ

を書くことでの変容として「忘れ物が少なくなった」「予定が立てやすくなった」などの意見が出

ており、メモをとることでよい変化を生徒自身が感じていることがわかった。そこで、多くの生徒

にメモをとることを定着させるため「メモの学習会」を行い、メモのとり方について生徒が学習す

る時間を設けた。学習会については、９割以上の生徒が「よくわかった」「わかった」と回答して

おり、「メモの学習」を通して、メモのとり方について理解し、メモをとることへつなげられたと

推測できる。今後も、継続した取り組みを行う必要性がある。掲示板については、「行事などがわ

かりやすい」「時間割変更などがわかりやすい」などの意見が多数あり、見通しを持つことで生徒

が主体的に行動することへつなげることができると考える。 
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図 32 「掲示板を見ることで変わったこと」について 



10 「実行機能」に関するアンケート調査 

（１） 調査の目的 

６月に行った「実行機能」に関するアンケート結果を踏まえた授業実践をとおして、生徒や教

師の評価における変化を見るため、「実行機能」に関するアンケート調査を再度実施した。 

（２）調査方法 

  ６月実施時と同様様式及び方法とした。 

（３）調査期間 

令和元年 11月 12日（火）～11月 13日（水） 

（４）アンケート調査結果および分析 

  ① 「実行機能」に関するアンケート調査および結果 

６月と同様に、実行機能の項目ごとの平均値データをもとに１～３と低く評価した割合を算 

     出した。 

 

           生 徒            教 師 

   
生徒６月 生徒 11月 教師６月 教師 11月 

①プランニング 37.2（％） 41.3（％） 68.4（％） 63.6（％） 

②優先順位 22.2 24.0 63.2 58.4 

③時間管理 17.9 28.9 48.9 55.4 

④空間や情報の整理    41.9 37.3 68.4 65.9 

⑤SOSを出す 34.9 40.8 46.6 47.0 

⑥忘れない工夫   37.8 44.7 73.7 55.5 

⑦モニタリング   39.4 43.8 72.2 62.2 

⑧シフティング   41.1 38.8 78.9 67.4 

⑨開始と継続 35.2 34.5 48.9 46.2 

⑩コントロール 41.1 50.4 66.9 53.8 
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図 33 ６月及び 11月に実施した実行機能アンケート調査結果 

 

 

図 34 実行機能アンケート調査結果（生徒）における評価１～３の割合 
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６月と同様に、実行機能の項目ごとの平均値データをもとに１～３と低く評価した割合を算 

出した。生徒の評価を６月と 11 月で比較してみると、「指導・支援方法の工夫」を重点的に行

ってきた項目「空間や情報の整理」「忘れない工夫」「モニタリング」「シフティング」の４項目

においては、「空間や情報の整理」「シフティング」の項目で６月と比べ、少しではあるが支援

や手助けを必要としている生徒の割合が低くなっている(図 34)。また、教師に関しては、「指

導・支援方法の工夫」を重点に行った４項目全てで支援や手助けを必要とする割合が低くなっ

た（図 35）。特に「忘れない工夫」の項目においては、教師が生徒にとって支援や手助けが必

要とする割合が約 18％減少しており、ワーキングメモリを踏まえたユニバーサルデザインを取

り入れた「指導・支援方法の工夫」による効果がみられたと推測できる。 

 しかし、11月に行った実行機能アンケートにおける生徒と教師の評価（図 36）からは、改善

が見られつつある４項目においても以前１～３と評価している割合は高く、今後も、教師間が

連携した「指導・支援方法の工夫」を踏まえた継続的な授業づくりが必要であると考えられる。 
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図 35 実行機能アンケート調査結果(教師)における評価１～３の割合 

図 36 実行機能アンケート調査結果(11月)生徒と教師の評価 



 

 

 

 研究の成果と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅷ 成果 

（１） 仮説の検証 

１．実行機能アセスメントやアンケート調査等を継続的に行うことにより、軽度知的障害のある生 

徒一人一人の実行機能の課題及び変化を明らかにすることで、実行機能の視点から捉えた行動特 

性や課題に対する指導・支援方法のさらなる充実を図ることができるであろう。 

  実行機能に関するアンケート調査結果、分析から６月と 11月の評価１～３とした割合を比べて 

みると、生徒は 10 項目中７項目で支援や手助けを必要としている割合が高くなっている。これ

は、生徒自身による自己理解が深まってきたことにより自分の課題を明らかにすることができた

結果であると捉える。 

また、「指導・支援方法の工夫」が特に必要とした４項目である空間や情報の整理」「忘れない

工夫」「モニタリング」「シフティング」において、生徒評価では「空間と情報の整理」「シフテ

ィング」の項目で、教師評価では４項目全てで支援や手助けが必要とする割合が減少した。この

ことから、授業改善により生徒の実態に応じた取り組みが行えたことで、支援や手助けを必要と

している生徒が「主体的に課題に取り組める」ようになったと分析する。 

２．実行機能を高めることを踏まえた「指導・支援方法の工夫」を行い、授業研究を通して、教師

間での生徒の課題や生徒の変容に関する“気づき”の共有化を図り授業改善につなげることで、

生徒が「主体的に課題に取り組む力」を身につけることができるであろう。 

授業研究を通して、教師間で生徒の課題や“気づき”の共有化を図ることができた。ワーク 

ショップ型の授業研究において、教科毎のワーキングメモリを踏まえたユニバーサルデザインで

の「指導・支援方法の工夫」について共通理解することができた。さらに、互いに意見や取り組

んでいること、今後取り組めそうな支援について協議し、「ＯＫＴデザイン」としてまとめるこ

とができた。授業実践を通して、生徒の変容に関する“気づき”の共有化を図ることができ、ど

ういう力を身につけさせたいのか、どのような視点での学びをするのか、そのための「指導・支

援方法の工夫」において、教師間の連携の重要性を共通確認することができた。また、“気づき”

の共通認識のもと、授業改善を継続的に行ったことで「実行機能」に関するアンケートの結果、

授業実践における生徒の様子にも変化が見られるように、生徒たちが支援や手助けがなくても授

業目標を維持しながら「主体的に課題に取り組む」ことができるようになってきていると考える。 

 

（２）これまでの成果 

① 「実行機能」に関するアンケート結果から、生徒や教師が生徒にとって支援や手助けを必要と

している項目を明らかにすることができた。 

② 「実行機能」に関するアンケート結果をもとに、低い評価の項目に重点を置き、授業の工夫を 

  することができた。 

③ 校内研修において、教師の学びあいによる育てたい力の育成を目指した指導・支援方法の工夫 

 について生徒に関する情報（実態や課題など）や“気づき”の共有化を図ることができた。 

④ ワーキングメモリを考慮したユニバーサルデザインを取り入れた授業の工夫により、生徒が課 

題に向き合い、主体的に活動する行動の変化を見ることができた。 

⑤ メモの学習会や掲示板の作成を行い、生徒が見通しを持って取り組めるように「指導・支援方

法の工夫」をすることができた。  

Ⅸ 課題 

（１） 「主体性を育む」ための各教科間の連携及び継続した授業研究(教師の資質向上) 

（２） 生徒が主体的に取り組めることを促す教材教具の工夫 

 



 

 

 

 

令和元年 12月 20日（金） 

公開授業 学習指導案 

 

 

（１）社会科 

   「これまでの単元設定からの研究課題（主題）を 

踏まえた授業展開」 

 

（２）専門教科 窯業コース 

   「研究課題（主題）を踏まえた単元設定からの授業展開」 

 

 

 

 



学習指導案（教科：社会） 

日  時：令和元年 12月 20日（金）     

                          １校時（９:05～９:55） 

場  所：３年１組教室 

対  象：３年１組 ９名（男子６名、女子３名） 

授 業 者：玉城 寿々子   

 

1 単元名    

「新聞を読む」 

 

2 単元設定の理由  

（１）題材観 

一般就労を目指した本校は、「生徒一人一人の特性等を最大限に発揮させ、将来の職業的・社 

会的自立を図り、働く喜びと誇りを持ち自他ともに敬愛する心豊かな人間の育成を目指す」を教 

育目標に掲げており、その具体的目標の一つに「学習及び集団生活をとおして生きる力を育むと 

ともに、社会生活への理解を深め、自立できる人間を育成する」がある。また、社会科の重点目 

標を「社会の様子、働きや移り変わりについての関心と理解を深め、社会生活に必要な能力と態 

度を育てる」とする中、「政治、経済、文化などの社会的事象や情報メディアなどに興味や関心 

を持ち、生産、消費などの経済活動に関する基本的な事柄を理解する」ために授業実践、改善、 

さらに実践をする必要がある。 

このところ、社会問題として時折取りざたされることの一つに、デマの拡散がある。最近の事 

例としては、熊本地震が発生した直後に「地震のせいでうちの近くの動物園からライオン放たれ 

たんだが 熊本」という内容のツイートや、2019 年の８月 10 日に発生した「常磐自動車道あおり

運転殴打事件」関係者として、インターネット上で事実と異なった情報が流出した事件がある。そ

の結果、動物園は地震の後処理や動物園の修繕よりも苦情の対応に追われ、犯罪者扱いで名前と写

真が流出した女性に至っては、会社に中傷の電話が相次ぎ営業を妨害され名誉を棄損されるという

事態に陥った。これらウソの情報が拡散した背景の一つに、「新しい情報を誰かに伝えたい」とい

う伝達欲求に促され、正しい情報を収集、判断することなく、１行程度で情報を発信できるツイッ

ター等で安易にインターネットに載せてしまうという心理が働いている。本校の生徒たちの多くが

スマートフォンを所持し、普段からＬＩＮＥ等のＳＮＳを利用していることから一つのデマを流言

する可能性もあり、加害者にも被害者にもなりうるという危険性をはらんでいる。そのような事態

を予防するためにも、正確な情報の入手方法として、身近なマスメディアの一つである新聞を活用

することとした。 

（２）生徒観 

当該学級には男子６名、女子３名が在籍しており、全員軽度知的障害がある。てんかんや心臓 

疾患がある者もいるが、現在は家庭や医療機関の支えの下、学習活動、寄宿舎生活、就職活動を 

行うことができている。平日は自宅を離れ学校や寄宿舎で集団生活を送っており、些細な行き違 

いから対人関係で悩むことが多い。そのような際に多いのは、友人のうちの一人の一言が意にそ 

ぐわない形で友人間に広まり、誤解を招いた結果、関係に亀裂を生じさせるというものである。 

不確かな情報により気持ちが不安定になり、学習活動に支障をきたす様子から、卒業、就職し社 

会の一員としていよいよ出発する前に「様々な手段の中から確かな情報を見極め、落ち着いて行 

動することができる力」を身につける必要があると感じた。学習活動においては、時事問題に興 

味・関心を持ち、授業内容をメモに取る者、新しい知識を得ようと積極的な者も多く、授業内の 



問いかけに対する答えや質問等の発言が多い。これまでの授業では、教師側が選択した新聞記事 

を掲載したワークシートを活用し、社会問題に触れてきた。次の段階として、生徒が自分で興味・ 

関心のある記事を見つけ（主体的な活動）、分からないことはｉＰａｄを活用して調べる、また検 

索の仕方が分からない場合は教師に質問をする又はクラスメートの活動を参考にする（対話的な 

活動）、これまで調べたことをもとにワークシートをまとめる（深い学び）ことにより、最終的 

には自分の力で情報の収集、内容を理解する力を身につけさせたい。 

（３）指導観     

    過去の新聞を提供し、一通り目を通した後に興味・関心のある記事を見つけることができる。 

記事を選択するヒントとしては①これまでに耳にしたことがある事柄、②関心のある活動、③経 

験したことがある事柄とするが、それに限らない。テレビ、ラジオ欄、広告、４コマ漫画類は除 

く。また、その記事を切り取り用意されたワークシートに貼りつけた後、記事が伝えたい内容を 

要約し、疑問に思った事柄をｉＰａｄを活用して調べ、感想を書くように促す。調べ学習におい 

ては、どのように検索したら良いかわからない生徒がいることも考えられるため、その生徒に対 

してはｉＰａｄの検索機能に入力するキーワードを助言する。 

 

3 単元の目標 

（１）興味・関心のある記事を見つけることができる。 

（２）記事の内容を正しく理解、判断するため、分からない言葉を辞書や端末機器（辞書機能）を使 

って調べることができる。 

（３）感想、意見を書くことができる。 

（４）不明な点があれば質問をすることができる。 

 

4 単元指導計画 

時 学習内容 学習活動 育成を目指す資質・能力 

1 

①興味・関心のある記

事を見つける。 

 

○用意された新聞に一通り目を通す。 

○選んだ記事を切り取りワークシー

トに貼りつける。 

「判断力」 

・情報を収集する。 

「判断力」 

・必要な部分を選択する。 

2 

②記事を読む。 

③気になる事柄を調

べる。 

（本時の指導） 

○見出しを参考にし、記事の内容を要

約する。 

○学習用端末機器（ｉＰａｄ）や辞書

を活用して調べる。 

「主体性・学びに向かう力」 

・キーワードを見つける。 

「判断力」 

・ツールの使い方を知り、活用

する。 

3 

④ワークシートをま

とめる。 

⑤提出する。 

○記事の内容に対する自分の意見や

感想を書く。 

「知識・技能」 

・文章の内容を理解し必要な事

柄について考えまとめる。 

「表現力」 

・自分の考えを表現する。 

４ 
⑥発表する。 ○一つを選び、クラスメートに紹介、

感想を発表する。 

「表現力」 

・自分の考えを表現する。 



5 生徒の実態 （Ａ：よくできた Ｂ：できた Ｃ：がんばろう）                                            

生徒 
生徒の実態 支援方法 評価 

実行機能アンケート結果 支援を要する実行機能 

（生徒評価、教師評価 3以下の項目） 

ワーキングメモリを考慮した本校におけるユニバ

ーサルデザイン 
 

ア 

今
年
度 

 

生徒・教師評価が一致した項目は、「モニタリング」「シフティング」（評価

４）の２項目で、昨年度の評価３から上昇している。 

「空間や情報の整理」(生) 

「忘れない工夫」(生) 

情報の整理 

・作業内容の流れを提示する 

情報の最適化 

・一つずつの指示を短くする 

記憶のサポート 

・ｉＰａｄを活用する 

注意のコントロール 

・作業しやすい動線を作る 

 

特
徴 

 

 

10項目のうち、６項目において教師評価より生徒評価が高い。 

昨
年
度 

 

 

生徒・教師評価が一致した項目は、「忘れない工夫」「モニタリング」「シフ

ティング」「開始と継続」（評価３）の４項目。 

イ 

今
年
度 

生徒・教師評価が一致した項目は、「プランニング」「時間管理」「シフティ

ング」「開始と継続」（評価３）の４項目。 

昨年度より両者の評価が一致して上昇したのは「時間管理」の評価３の１

項目。 

「プランニング」(生・教) 

「時間管理」(生・教) 

「シフティング」(生・教) 

「開始と継続」(生・教) 

情報の整理 

・作業内容の流れを提示する 

情報の最適化 

・一つずつの指示を短くする 

記憶のサポート 

・ｉＰａｄを活用する 

注意のコントロール 

・全体指示後に個人的に指示する 

 

特
徴 

 

 

10項目のうち、６項目において教師評価より生徒評価が高い。 

昨
年
度 

 

生徒・教師一致した項目は、「プランニング」「ＳＯＳを出す」（評価３）の

２項目。 

ウ 

今
年
度 

生徒・教師の評価が一致した項目は、「プランニング」「時間管理」「空間や

情報の整理」「コントロール」の４項目。 

そのうち、「プランニング」は昨年度の評価３から評価４へ上昇、「時間管

理」「空間や情報の整理」においては横ばい、「コントロール」においては

評価４から評価３へと下がっている。 

「優先順位」(生) 

「空間や情報の整理」(生・教) 

「シフティング」（教） 

「開始継続」（生） 

「コントロール」（生・教） 

情報の整理 

・作業内容の流れを提示する 

情報の最適化 

・一つずつの指示を短くする 

記憶のサポート 

・ｉＰａｄを活用する 

注意のコントロール 

・全体指示後に個人的に指示する 

 

特
徴 

 

10 項目のうち、４項目において教師評価より生徒評価が高く、教師評価よ

り生徒評価が低いのは２項目。 

昨
年
度 

  

生徒・教師評価が一致した項目は「プランニング」「優先順位」「空間や情

報の整理」「モニタリング」「シフティング」（評価３）と「時間管理」「Ｓ

ＯＳを出す」（評価４）の７項目。 

エ 

今
年
度 

 

生徒・教師評価が一致した項目は、「プランニング」「空間や情報の整理」（評

価４）の２項目。 

昨年度と比較し、生徒・教師評価が一致して上昇した項目は無し。  

「優先順位」（教） 

「時間管理」（教） 

「忘れない工夫」（教） 

「モニタリング」（教） 

情報の整理 

・作業内容の流れを提示する 

記憶のサポート 

・ｉＰａｄを活用する 

 



特
徴 

 

10 項目のうち、教師評価より生徒評価が高いのは８項目にわたる。そのう

ち、３項目においては生徒・教師間に評価４と評価２のずれがある。 

注意のコントロール 

・作業しやすい動線を作る 

昨
年
度 

 

生徒・教師評価が一致した項目は「時間管理」（評価３）の１項目。 

他はすべて生徒評価が高く、中でも「空間や情報の整理」においては評価

５と評価２のずれがある。 

オ 

今
年
度 

 

 

生徒・教師評価が一致した項目は、「時間管理」（評価４）の１項目。 

「プランニング」（教） 

「優先順位」（教） 

「空間や情報の整理」（教） 

「ＳＯＳを出す工夫」（教） 

「忘れない工夫」（教） 

「モニタリング」（教） 

「シフティング」（教） 

「コントロール」（教） 

情報の整理 

・作業内容の流れを提示する 

記憶のサポート 

・ｉＰａｄを活用する 

注意のコントロール 

・作業しやすい動線を作る 

 

特
徴 

 

10 項目のうち、９項目において生徒評価が高く、生徒・教師間の評価のず

れに最も開きがあるものは「優先順位」の評価５と評価２である。 

昨
年
度 

生徒・教師の評価が一致した項目は無し。 

カ 

今
年
度 

生徒・教師の評価が一致した項目は「「時間管理」「コントロール」（評価５）

と「プランニング」「優先順位」「空間や情報の整理」「開始と継続」（評価

４）の６項目。 

４項目において昨年度より生徒評価が下がっている。 

「ＳＯＳを出す」（生） 

「忘れない工夫」（生） 

「モニタリング」（生） 

「シフティング」（生） 

情報の整理 

・作業内容の流れを提示する 

記憶のサポート 

・ｉＰａｄを活用する 

注意のコントロール 

・作業しやすい動線を作る 

 

特
徴 

 

生徒が評価３をつけた項目は、いずれも教師評価の方が高く、中でも「シ

フティング」においては教師評価５に対し生徒評価が３と低い。 

昨
年
度 

 

生徒・教師評価が一致した項目は、「プランニング」「空間や情報の整理」「Ｓ

ＯＳを出す」「忘れない工夫」「モニタリング」「開始とコントロール」（評

価４）の６項目。  

キ 

今
年
度 

 

 

生徒・教師の評価が一致した項目は「優先順位」（評価５）と「モニタリン

グ」「シフティング」（評価４）。の３項目。 

「ＳＯＳを出す」（生） 

「空間や情報の整理」（生） 

「コントロール」（生） 

情報の整理 

・作業内容の流れを提示する 

記憶のサポート 

・ｉＰａｄを活用する 

注意のコントロール 

・作業しやすい動線を作る 

 

特
徴 

全体的に生徒評価より教師評価が高い。生徒が評価４をつけた「プランニ

ング」「時間管理」「空間や情報の管理」「開始と持続」においては教師評価

５、評価２をつけた「コントロール」（教師評価４）は昨年度に続き本人評

価が低い。 

昨
年
度 

 

 

生徒・教師評価が一致した項目は、「ＳＯＳを出す」「モニタリング」「シフ

ティング」「開始と持続」（評価４）の４項目。 



 

 

 

 

 

ク 

今
年
度 

 

 

生徒・教師の評価が一致した項目は「時間管理」「忘れない工夫」（評価４）

と「空間や情報の整理」「コントロール」（評価３）の５項目。 

「プランニング」（教） 

「空間や情報の整理」（生・教） 

「ＳＯＳを出す工夫」（教） 

「モニタリング」（教） 

「シフティング」（教） 

「開始と持続」（教） 

「コントロール」（生・教） 

情報の整理 

・作業内容の流れを提示する 

情報の最適化 

・一つずつの指示を短くする 

記憶のサポート 

・ｉＰａｄを活用する 

注意のコントロール 

・全体指示後に個人的に指示する 

 

特
徴 

 

教師の評価において 10項目のうち、８項目に昨年度からの変化無し、上昇

したのは「優先順位」「忘れない工夫」（評価３から４へ上昇）の２項目。 

昨
年
度 

 

10項目のうち、６項目において生徒評価が高い。そのうち、「ＳＯＳを出す」

「モニタリング」「開始と継続」においては、生徒評価５に対し教師評価３

である。 

ケ 

今
年
度 

 

 

生徒・教師評価が一致した項目は、「時間管理」（評価４）の１項目。 

「プランニング」（教） 

「空間や情報の整理」（教） 

「ＳＯＳを出す」（生・教） 

「忘れない工夫」（教） 

「モニタリング」（教） 

「シフティング」（教） 

「コントロール」（教） 

情報の整理 

・作業内容の流れを提示する 

情報の最適化 

・一つずつの指示を短くする 

記憶のサポート 

・ｉＰａｄを活用する 

注意のコントロール 

・全体指示後に個人的に指示する 

 

特
徴 

 

10項目のうち、８項目においては教師評価より生徒評価が高いが、「ＳＯＳ

を出す」においては、昨年度の評価４から今年度は評価１へと生徒評価が

下がっている。 

昨
年
度 

 

 

生徒・教師評価が一致した項目は、「時間管理」「忘れない工夫」（評価４）

と「空間や情報の整理」「モニタリング」（評価３）の４項目。 



6 本時の指導 

 （１）本時の展開 

学習活動 指導上の留意点・支援方

法 

ワーキングメモリ 評価規準 

導入（５分） 

①始めの挨拶 

 

②出席点呼 

 

③本時の目標の確認 

①お辞儀の角度を意識さ

せる 

②呼名に続いて「おはよ

うございます」と挨拶を

促す 

③ワークシートの確認や

机周りの整理整頓を促す 

④前回までの作業の確認 

・情報の整理 

（作業内容の流れを提示） 

 

・注意のコントロール 

（作業しやすい動線を作

る） 

（道具の管理場所を固定） 

＊作業スペースを

確保する ③主空Ａ 

 

＊本時の自身の課

題を知る ③主空Ｂ 

 

展開（37 分） 

④興味・関心に基づい

て選んだ新聞記事を切

り取り、ワークシート

に貼りつける 

⑤ワークシートをまと

める 

〈活動内容及び記入す

る項目〉 

ａ新聞名、発行日、記

事のタイトル 

ｂ見出し 

ｃ分からない言葉をチ

ェックする 

ｄ分からない言葉を調

べる 

ｅ記事を読んで感じた

事、自分の意見を書く 

⑥時間の経過を確認し

ながら作業を進める 

①まだ記事を選んでいな

い生徒に対しては、引き

続き新聞に目を通し選択

する時間を設定する 

 

②進行具合を確認 

・検索方法で手間取って

いる生徒に対しては、キ

ーワードを提案する 

・感想、意見のまとめ方

で悩んでいる生徒に対し

ては、考えを引き出し、

まとめ方の提案をする 

 

③残り時間を知らせる 

・情報の最適化 

（ワークシートを活用） 

 

・情報の整理 

（作業内容の流れを提示） 

 

・記憶のサポート 

（パワーポイントで事例を

紹介） 

（ｉＰａｄや辞書を活用） 

 

・注意のコントロール 

（道具置き場を固定） 

（作業の進み具合を確認） 

（机間巡視） 

（検索方法、キーワードを

提案） 

 

＊新聞記事を選ぶ

事ができる④主空Ｃ 

 

＊分からないこと

を検索する②主空Ｄ 

＊ワークシートの

まとめ方が分から

ない時は教師やク

ラスメートに質問

をする ②対モＡ 

＊不明な点があれ

ば質問をする  
②主シＡ 

＊感想を書く事が

できる ②深空Ａ 

 

＊片付ける時間を

意識する ③主シＢ 

まとめ（８分） 

⑦使った道具を返却 

⑧机のまわりの整理整

頓 

⑨ワークシートの確

認、提出 

⑩終わりの挨拶 

①片付け開始を告げる 

②ワークシートをチェッ

ク 

③提出の最終期限を告知 

④お辞儀の角度を意識さ

せる 

・注意のコントロール 

（道具の管理場所を固定） 

＊作業終了、片付け

をする①主空Ｅ 

＊課題を完成させ

て提出する、または

完成させようと努

力する③主モＡ 

（２）板書計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル「新聞を読む」 

 

 

①記事を選ぶ 

②切り取る 

③貼り付ける 

④もう一度読む 

⑤わからないことを調べる 

⑥感想、意見を書く 

⑦提出 〆切→ 1/8(水) 

⑧発表 （３学期に実施：自信作から一つ） 

タイトル「新聞を読む」 

 

 

 

 

 

パワーポイントで事例、手順を表示 

テレビ 
作業の進み具合確認表 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 評価 （◎：適切  ○：やや適切  △：改善が必要） 

評価項目 視点 評価 

主体的・空間や情報の整理Ａ 作業スペースを確保するように促すことができていたか。 
 

主体的・空間や情報の整理Ｂ 
前回までの活動を振り返り、本時の生徒自身の活動内容を把

握することができていたか。 

 

主体的・空間や情報の整理Ｃ 興味のある記事を選択することができていたか。 
 

主体的・空間や情報の整理Ｄ 分からないこと、言葉を検索することができていたか。 
 

主体的・空間や情報の整理Ｅ 
作業を終了し、本時の作業の進み具合を確認することができ

ていたか。 

 

対話的・モニタリングＡ 
まとめ方が分からない時に、教師やクラスメートに質問または

参考にすることができていたか。 

 

主体的・モニタリングＡ 
提出期限を確認し、それまでに仕上げるためにやるべき事を

知ることができていたか。 

 

主体的・シフティングＡ 
進め方が分からない時は、質問をすることで作業を進めること

ができていたか。 

 

深い学び・空間や情報の整理

Ａ 

感想を書くことができていたか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  学習指導案（教科：専門教科 窯業） 
日 時：令和元年 12月 20日（金） 

    １・２校時（9：05～10：55） 

場 所：窯業室 ２学年 

対 象：２年窯業コース ９名（男子６名、女子３名） 

授 業 者：儀間 比彩子  

１ 単元名 

「個人目標を意識した作業学習 －創立 30記念事業の記念品作りを通して－」 

 

２ 単元設定の理由  

本校は本年度研究テーマ「軽度知的障害のある生徒が主体的に取り組む力を育成するための研究－『実行

機能』を高めるための授業の工夫とメモの活用を通して－」のもと沖縄県教育委員会指定グループ研究に取り

組んでいる。本授業では研究内容の２「生徒が自己の課題を認識し、課題解決のための目標保持力や主体的

に課題に対応できる力を身につけることを目指した取り組み」を踏まえ、方法として「『実行機能』の視点から捉え

た生徒の行動特性に応じてワーキングメモリを考慮した授業の工夫」の授業実践を行う。 

対象である２年窯業コースでは、沖高特祭等の販売学習に向けた製品作りや外部、内部からの受注製品を主

に制作することで職業自立に向けた基礎的・基本的事項を学んでいる。主な作業工程は土の成形、素焼き、釉

薬、本焼きのサイクルであるが、1 回の授業が５時間から６時間通しての授業となるため、個別の課題や注意す

べきことなどを意識し続けて作業を行うことが難しい現状があった。また、生徒９名の実行機能アンケート結果を

見ると、各項目それぞれ個人差はあるものの共通して「モニタリング」の力に自信がない傾向がみられ、教師の

評価でも「モニタリング」の力は９名中７名の生徒が５段階評価の３以下であったことから、実行機能の中でも共

通して「モニタリング」の力に関し支援の必要性があるといえる。モニタリングの力とは「勘違いややり忘れがない

かを見直す力、そのやり方でよいか確認する力」とされ、効果的な対応として「確認の習慣を身につける。意識で

きるようにする。」とある。そこで本授業では自分の目標や課題を忘れない、意識し続けられるようにワーキングメ

モリを考慮したユニバーサルデザインを取り入れた授業作りと生徒の実態を踏まえた支援を行う。また、本校の

教育課程編成の基本方針には「（８）各教科を通して、生徒が学習の見通しを立て（仮説）、学習したことを振り返

る（評価）、自ら課題をみつけ克服する（改善）システムを取り入れる。」とあり、作業学習においても生徒自らのＰ

ＤＣＡサイクルを取り入れた授業計画であることが求められることから、本授業では①ワーキングメモリを考慮した

ユニバーサルデザインを取り入れた板書計画や、シール、写真等の視覚的な支援ツールの工夫によりモニタリ

ングの力を高め、②ＰＤＣＡサイクルを意識した評価表（掲示）による個人目標の確認と振り返り（チェック）を行う

ことで、生徒が自己の課題を認識し、課題解決のための目標保持力や主体的に課題に対応できる力を身につ

けることができるのではないかと考え、本単元を設定した。 

 

３ 単元目標  

（１）個人目標達成に向けて、自己の課題や目標を維持しながら作業を行うことができる。 

（２）作業後の評価を踏まえ、次の作業に向けての目標や課題を持つことができる。 

 

 

 

 

 

 

 



４ 生徒の実態と個別の目標の観点 
生徒 

作業 

実態・実行機能 

共通してモニタリングの力は課題 

個別の目標 

●個別の指導計画より 

支援と対応 

 

ア 

 

筒 

【長所】指示理解、作業能力共に高い。 

【課題】作業に対する意欲が課題。 

【実行機能】モニタリング、ＳＯＳを出す 

●責任感・積極性 

本人から提案がなければ責任

感に関する目標とする【指示待

ちにならずに作業を行う】 

 

イ 

 

石獅子 

【長所】形のイメージがつかめる。 

【課題】集中力に課題があり、自分の判断で作

業を進めることがある。 

【実行機能】モニタリング、時間の管理 

●言葉遣い・責任感 

本人から提案がなければ責任

感に関する目標とする【集中力

を切らさずノルマ達成】 

 

ウ 

 

筒 

【長所】指示理解、作業能力共に高い。 

【課題】自信がなく消極的な面がある。 

【実行機能】忘れない工夫 

●挨拶返事・指示を受ける態度 

本人から提案がなければ指示

を受ける態度に関する目標とす

る【姿勢よく元気に返事】 

 

エ 

 

台 

【長所】素直で明るい。持続力はある。 

【課題】力のコントロール、環境の把握。 

【実行機能】モニタリング、優先順位、空間や情

報の整理 

●巧緻性・安全性 

本人から提案がなければ巧緻

性に関する目標とする【同じ形

に台をカット】 

空間や情報の整理 

・作業がしやすいよう

に道具や土の位置を

考えさせる。 

オ 

 

台 

【長所】落ち着いて作業に取り組める。 

【課題】疲れやすく体調不良（頻回なトイレ）が

みられる。 

【実行機能】モニタリング、コントロール 

●挨拶返事・体力 

本人から提案がなければ体力

に関する目標とする【手が止ま

らない程度のペース】 

 

カ 

 

石獅子 

【長所】与えられた指示や作業に対して自分な

りに努力しようとする姿勢がある。 

【課題】手順通りに進めることに支援が必要。 

【実行機能】モニタリング、プランニング 

●挨拶返事・確実性 

本人から提案がなければ確実

性に関する目標とする【形の整

った石獅子を作る】 

モニタリング 

・形が整っていない

状態を実物で示し、

整え方をデモンストレ

ーションする。 

キ 

 

筒 

【長所】指示理解、作業能力共に高い。 

【課題】人見知りで自分から積極的にコミュニケ

ーションを図ることが課題。 

【実行機能】ＳＯＳを出す 

●挨拶返事・積極性 

本人から提案がなければコミュ

ニケーションに関する目標とす

る【元気に返事をする】 

 

ク 

 

石獅子 

【長所】指示理解が高く、気が利く。 

【課題】集中力に課題がある。 

【実行機能】モニタリング、コントロール 

●積極性・確実性 

本人から提案がなければ積極

性に関する目標とする【ペアと

協力してノルマ達成】 

 

ケ 

 

台 

【長所】素直で前向きに作業に取り組む。 

【課題】側弯や視力の弱さがあり、適宜休憩が

必要だが本人の自覚が弱い。 

【実行機能】モニタリング、空間や情報の 

整理 

●挨拶返事・確実性 

本人から提案がなければ確実

性に関する目標とする【注意す

べきところを把握して気を付け

る】 

 

 



５ 本時の指導 

（１）製作するものと作業工程における注意点 

 

Ⓐ 

石
獅
子 

難
易
度
中 

 【意味】石のシーサー。 

魔除けとして昔から沖縄の村々にある。 

【作り方】左右の石膏型に 60ｇ前後の土を挟み、形をととのえて

いく。 

【注意する点】 

・土の量は多いと整えにくく、少ないと形がとれない。 

・左右非対称になりやすい。歪みを調整する必要がある。 

・指定の竹串以外を使うと顔の印象が変わる。 

Ⓑ 

筒 

難
易
度
高 

 【用途】筆記用具や爪楊枝などを立てる。 

【作り方】タタラから形を切り出し、30 周年のスタンプを中央に

押す。紙芯にタタラ板を巻き付け筒状にしたあと、

切り口をピッタリ合うようカットしドベで接着する。 

【注意する点】 

・タタラを触りすぎると表面が波打ち成形しにくくなる。 

・スタンプは均等に同じ力で押す必要があり、押しすぎるとヒビ

割れ、弱いと文字が読めない。 

・筒状にして切り口をピッタリの長さにカットし、貼り合わせるこ

とが難しい。 

Ⓒ 

台 

難
易
度
低 

 【用途】石獅子と筒を載せ釉薬で固定させる台。 

【作り方】タタラから形を切り出し、角をとる。 

サンゴで石灰岩風な質感をだす。 

【注意する点】 

・カットする際にナイフの角度を垂直に保つ。 

・サンゴを強く押しすぎるとタタラが潰れる。 

完
成
予
想
図 

 【商品名】石獅子ペン立て（楊枝入れ） 

【用途】2020年に予定されている本校創立30周年記念式典用

の記念品。年度末までに 350個製作予定。 

※写真は素焼きした状態。この後、パーツごとに釉薬をかけ、

写真のように配置後本焼きして完成となる。 



（２）本時の展開 

学習活動 指導上の留意点・支援方法 ワーキングメモリ 評価規準 

導入（20分） 

①身なりを整える。 

②はじめのあいさつ 

③心得のよみあわせ 

④今日の学習 

⑤個人目標の設定 

①お互いの身なり作業着の着こなし

をチェックし合う。 

②今日の学習と目標、各自の役割を

学習シートに記入（メモ）しながら

確認する。 

③今回の役割と前回の目標達成状

況を見ながら生徒本人と相談して

本日の個人目標を設定する。 

・情報の整理、情報

の最適化 

・注意のコントロール 

・記憶のサポート 

 

 

 

                 

＊互いをフォローし

合う。①対モ 

＊学習の内容、自

分の役割、目標を理

解し行動に移せる。 

④主空 

＊自分の役割や課

題をふまえて目標を

設定できる。 

⑤対深空 

展開（60分） 

⑥石獅子ペン立て制作 

Ⓐ石獅子 

生徒：イ・カ・ク 

Ⓑ筒 

生徒：ア・ウ・キ 

Ⓒ台 

 生徒：エ・オ・ケ 

⑦片付け、清掃 

①ホワイトボードや学習ノートで自分

の作業に必要な道具、土を確認し

用意する。 

②作業スペースや共用の道具、また

作業の分業の有無に関しては同

じグループ内で相談するよう声か

けを行う。 

生徒カにデモンストレーションを行

う。 

生徒エに言葉かけを行う。 

③作業終了の時間を予告し、時間内

に終えられるよう促す。 

・記憶のサポート 

 

 

・情報の整理 

 

 

＊自分の役割を把

握し作業の達成に

向けて行動ができ

る。①主シ 

＊グループで作業

の達成に向けた役

割分担や制作活動

ができる。②対プ 

＊自分の活動ペー

スを調整させる。 

③主シ 

まとめ（20分） 

⑧モニターでの 

ふりかえり 

⑨評価表での 

ふりかえり 

⑩次の目標設定 

⑪おわりのあいさつ 

①評価表に各項目評価シールを貼

りシールの色で評価を表す。 

②ＴＶモニターで授業の様子を映し

振り返りの補足を行う。 

③本時の評価を受けて次回の授業

ではどのような目標がいいか考え

ておくよう促し、必要であれば学習

ノートにメモするように言葉かけを

行う。 

④お互いの身なり作業着の着こなし

をチェックし合う。 

・情報の最適化 

 

・モニタリング 

 

・記憶のサポート 

＊互いをフォローし

合う。①対モ 

＊本時の作業を振り

返り、自己評価をす

ることができる。 

②深モ 

 

 

 

 

 

 



（３）教材教具写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 評価 

（１）生徒：評価の観点 

評価表（図３）を使い、出欠遅刻、身だしなみ・忘れ物、挨拶・返事・言葉遣い、製品の仕上がり、個人目標、

授業態度の項目に沿って一人一人評価を行う。単元目標である「自己の課題や目標の維持」の為、及び毎時

間生徒と相談しながら目標設定できるよう個人目標は書き込み式とし、常に確認できるよう定位置に掲示して

おく。各項目の評価は色別のシール（図４）で表し評価に要する時間短縮を図る。またその理由も簡単に書き

添えることで生徒の自身に対する評価の理解が深められるようにする。個人目標の下には個別の指導計画に

ある生徒一人一人の課題や伸ばしていきたい力を印字し、年間を通して意識すべき事項として言葉かけを行

い評価していく。 

 

（２）授業者：評価の観点（〇、△、×） 

①ワーキングメモリを考慮したユニバーサルデザインを取り入れた板書計画であったか。  

②視覚的な支援ツールによりモニタリングの力を高める支援・指導ができたか。 
 

③個人目標の確認と振り返りを行うことで、生徒が主体的に課題に対応できる力を身に着けること

ができたか。 

 

 

 

 

  

図１ 板書計画（空間や情報の整理） 

 

図２ TV モニターでの振り返り（モニタリング） 
評価項目 翔太 幸駿 昂也 盛道 瑛太郎 あさひ 瑠菜 琴羽 健介

身だしなみ
忘れ物

挨拶・返事
言葉遣い

製品の
仕上がり

個人目標

個別指導計画 責任感・積極性 積極性・言葉遣い 挨拶返事・指示態度 巧緻性・安全性 挨拶返事・体力向上 挨拶返事・確実性 挨拶返事・積極性 積極性・確実性 挨拶返事・確実性

個人目標
評価

授業態度

2年　窯　業　　作業内容（　　　　　　　　　　）　　月　　　日　　　曜日　天気（　　）日直

出欠・遅刻

図４ シールによる評価 

（良い＝黄色、がんばろう＝青、危険＝赤、私語＝緑） 

図３ 個人目標が書き込める評価表 

心得 

学習 
内容 評価表 



 

 

 

 

 

令和元年７月 12日（金） 

沖縄県教育委員会指定研究（グループ研究） 

中間報告会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 31(令和元)年度 沖縄県教育委員会指定研究（グループ研究）中間報告会 

日時 令和元年 7月 12日（金） 

場所 沖縄高等特別支援学校 ふれあい広場 

【中間報告の流れ】 

司会：玉城 穣 

１.はじめのあいさつ･･･司会 

２.指導主事紹介･･･････校長 安里吉実 

３.発表 

 授業者発表 

①流通・サービス：浦崎美香代 

②クリーニング ：根木弥生 

研究発表････研究部主任 野原小侑合 

４.質疑応答 

５.指導助言 

県教育庁 県立学校教育課 

 中村元 指導主事  

県立総合教育センター  

比嘉展寿 指導主事 

６.お礼のあいさつ･･････教頭 下地靖子  

７.おわりのあいさつ････司会 

 

 

【指導助言】 

１ 沖縄県教育庁 県立学校教育課 特別教育支援室 中村元指導主事 

  メモの取り組みにおいては、苦手な部分を補うためにもメモをとるこ

とが大事である。高等支援学校は、一般就労を目指す学校であるが、子

ども自身が自分のことを客観的にどこまで振り返りができているのか、

周りから見えている評価と自己評価の間にギャップがある。軽度の知的

障害の子どもたちは、働く力がある。就労定着状況として平成 28 年度

は役９割の生徒ががんばっており、生徒へは、期待していることを伝え

ることも大切である。昨年度種がまかれて今年度芽が出ている。先生方全て共通の課題として取り上

げてほしい。８月の湯澤美紀先生の公開研修を踏まえて、ぜひこれをキャリア教育として学校全体で

取り組んで寄宿舎の活動も含めて実行機能の視点をいろんな場面で取り上げていってほしい。「キャリ

ア教育」とはこのグループ研が終わって、来年度どのように変わっているか、中間報告を皮切りに、

沖高特の先生全員で積み重ねてほしい。 

２ 沖縄県立総合教育センター 特別教育支援班 比嘉展寿指導主事 

沖高特の教育目標、目指す生徒像は授業の目標のどんなところでつな  

がっているか、公開授業の数学において、数学の公式、表記の仕方生徒 

が頷いていた。このような気づく力がこのような授業で身につくのでは 

ないかと思う。支援学校に在学している子どもたち、実態を十分に把握 

した上で授業をどのようにするか。苦手なことはこうやればよいと教え  

てあげてほしい。実行機能において 生徒が苦手ではない項目をさらに 

伸ばす指導も大切。生徒の得意分野を活かしつつ、先生たちの得意分野ものばし活かしてほしい。生 

徒の課題について教員間で共有しているか問うことに対して、時間がないことを理由にするのではな

く、時間をいかに作り出すかを考えるべき。学校全体を改善するために研究のための研究はやめにし

て、対話などをとおして情報共有をしていくことが重要である。小さい積み重ねが大事。 



学習指導略案（教科：数学） 

              授業担当者  和田 博 

１ 日   時   令和元年７月 12日（金）２校時（10：05～10：55） 

２ 対   象   ２年２組(男子：６名、女子：３名） 

３ 単 元 名   小数・分数 

４ 本時の内容   分数の形について、帯分数・仮分数について 

５ 本時の目標 

（１）分数の定義・意味を理解し、分数の大きさがわかる。 

（２）仮分数・帯分数の違いがわかる。 

６ 本時の展開 

 
指導内容 配慮事項 備考 

導入 ①はじめのあいさつ、出席確認 

②本時の学習内容の説明 

①挨拶、返事、服装等がきちんとでき

ているか確認する。 

②学習内容等を説明、表記する。 

・情報の整理 

(忘れない工夫） 

 

展開 ③分数の形の確認 

④プリントの解答 

⑤答を確認する。 

⑥分母の決定、分数の表記の 

確認 

⑦プリントの回答 

⑧答を確認する。 

①真分数、仮分数、帯分数の意味を板

書し、記録をさせる。 

②机間巡視し、声かけ等の支援をする。 

③出来た生徒は教卓で教師と一緒に確

認する。 

④モニターを活用し、分数の書き方等

を確認する。 

・情報の最適化 

（シフティング） 

・注意のコントロー

ル 

まとめ ①分数の形の確認 

②分数の定義の確認 

①記入したプリントを確認しながらそ

れぞれの分数の確認を行う。 

注意のコントロー

ル(モニタリング) 

 

７ 評価の観点          

（１）１を基準に分数を分けて，真分数と仮分数の用語と意味を理解できる。 

（２）等分された図や数直線らから真分数、仮分数、帯分数を表記することができる。 

 

 

 

 



学習指導略案（教科：就労基礎） 

             授業担当者  饒辺 正志 

１ 日   時   令和元年７月 12日（金）３校時（11：05～11：55） 

２ 対   象   １年５組（男子６名・女子３名） 

３ 単 元 名   アンガーマネジメント 

４ 本時の内容   「アンガーマネジメント」を理解し、「コーピングマントラ」を創作する。 

５ 本時の目標 

（１）「アンガーマネジメント」について理解する。 

（２）オリジナルの「コーピングマントラ」を創作することができる。 

６ 本時の展開 

 指導内容 配慮事項 備考 

導入 ①身なりチェックの確認 

②始めの挨拶 

③本時の目標の確認 

①身だしなみの確認 

②声の大きさや姿勢、お辞儀の角度 

③「アンガーマネジメント」の定義を確

認しながらの目標確認 

・情報の整理 

・情報の最適化 

展開 ④「怒ること」のメリット・

デメリットの確認 

⑤問題となる４つの怒りを

知り、自己診断を行う。 

⑥オリジナルの「コーピング

マントラ」を創作する。 

①時間を設定し、生徒自身が考える「怒

ること」のメリット・デメリットを色分

けした付箋紙に記入する。 

②記入後、互いの付箋紙を確認し合い、

意見の交流を図る。 

③問題となる４つの怒りについて確認

し、時間を設定し、自己分析を行う。 

④衝動をコントロールするための６秒

を創り出す、オリジナルの「コーピング

マントラ」を創作し、意見交流を図る。 

・情報の最適化 

（情報量を少なくす

る） 

・時間のコントロール

（時間設定の明確化） 

・注意のコントロール 

まとめ ⑦本時の振り返り 

⑧学びを活用する場の確認 

⑨次回予告 

①本時の学習を振り返る。 

②本時の学びが実生活のどの場面に活

かすことができそうかを確認する。 

・注意のコントロール 

（モニタリング） 

 

７ 評価の観点          

①身だしなみ   ②あいさつ・返事   ③言葉遣い   ④報告・質問   ⑤対人関係 

⑥指示を受ける態度   ⑦責任感   ⑧積極性   ⑨集中力   ⑩体力   ⑪確実性 

⑫巧緻性   ⑬指示の理解力   ⑭準備・後片づけ   ⑮安全性 

 

 

 

 



学習指導略案（教科：専門教科 農園芸コース） 

授業担当者  照屋 美和子  

１ 日   時   令和元年７月 12日（金）１～３校時（９：05～11：55） 

２ 対   象   農園芸コース３学年（男子９人） 

３ 単 元 名   野菜の栽培、農場管理 

４ 本時の内容   ゴーヤー、モーウィの収穫・販売、農場整備 

５ 本時の目標 

（１）野菜の収穫方法や調整、販売を学習し、的確な作業を行う。 

（２）２学期に備えて農場を整備・準備する。 

（３）望ましい職業観を身につけ、仕事に対する意欲的な姿勢を培う。 

６ 本時の展開 

 
指導内容 配慮事項 備考 

導入 ①集合・始めの挨拶 

②作業の心得 

③出席確認 

④本時の作業内容説

明 

①挨拶、返事、服装等がきちんとできている

か確認する。 

②「作業の心得」を読み上げ、適切な声が出

ているか確認する。 

③健康観察、持ち物等を確認する。 

④作業の内容、今日の目標を板書し説明する。 

⑤役割分担（生徒氏名カードを用いる）、準備

する用具を板書し、説明する。 

⑥記録簿に記入し、ＯＫＴメモにも仕事内容

と自分の目標を記入する。 

・情報の整理 

・注意のコントロール 

・情報の最適化 

・記憶のサポート 

 

・ＯＫＴメモには自分

が分かりやすいように

記入することを前回の

授業までに伝えてお

く。 

展開 

 

⑤農場の野菜観察 

⑥ゴーヤー、モーウィ

の収穫 

⑦ゴーヤー、モーウィ

の調整 

⑧販売準備 

⑨販売 

⑩片付け（教室、農場） 

①自分たちが育てている野菜の生育状況を確

認する。 

②ゴーヤーとモーウィを収穫する。（販売でき

る大きさを示しておく） 

④計量・袋詰めし、商品として整える。 

⑤販売方法、場所を確認し、表示、料金箱、

Ｕパックを準備する。 

⑥販売場所に野菜、必要物を設置する。 

⑦教室の片付け、農場の整備を行う（ゴーヤ

ーのうねの整備）。 

・情報の最適化 

まとめ 

 

⑪仕事内容の確認 

⑫本時の反省 

⑬次回の予告 

①今日の仕事内容について振り返る。 

②本時の自分の良かった点、改善点について

述べる。 

・注意のコントロール 

・記憶のサポート 

７ 評価の観点          

①身だしなみ   ②あいさつ・返事   ③言葉遣い   ④報告・質問   ⑤対人関係 

⑥指示を受ける態度   ⑦責任感   ⑧積極性   ⑨集中力   ⑩体力   ⑪確実性 

⑫巧緻性   ⑬指示の理解力   ⑭準備・後片づけ   ⑮安全性 

 

 



学習指導略案（教科：専門教科 窯業コース） 

       授業担当者  桑江 秀良 

１ 日   時   令和元年７月 12日（金）１～３校時（９：05～11：55） 

２ 対   象   窯業コース３学年（男子８人、女子１人） 

３ 単 元 名   沖高特祭に向けての製品作り 

４ 本時の内容   赤瓦ランプ作り 

５ 本時の目標 

（１）１セット組み立てる 

（２）２セット分のパーツを作る 

６ 本時の展開 

 指導内容 配慮事項 備考 

導入 ①集合・出席確認 

②作業の心得 

③本時の作業内容説明 

①挨拶、返事、服装等の確認。 

②声出しなどの確認。 

③作業の内容、役割分担、準備する用具

の説明。 

・情報の整理 

（空間や情報の整理） 

展開 ④前回までの作業内容確認 

 

⑤用具の準備 

 

⑥各グループで製作 

・屋根Ａ：（型抜き、ドベ接合） 

・屋根Ｂ：（ひもづくり） 

・屋根Ｃ：（瓦づくり） 

・土台Ａ：（土台、柱） 

・土台Ｂ：（壁、ドベ接合） 

①現状を確認し、作業の見通しを持たせ

る。 

②説明書を確認しながら準備するよう

に促す。 

③【屋根、土台】 

・説明書を確認しながら、作業を行える

ように促す。 

・粘土が乾燥しないように言葉かけをす

る。 

・ドベ接合がきちんと出来ているかを確

認する。 

・情報の整理 

（空間や情報の整理） 

・情報の最適化 

（モニタリング） 

・記憶のサポート 

（忘れない工夫） 

・注意のコントロール 

（モニタリング） 

まとめ ⑦本時の反省 

⑧個人の評価 

①各グループの進捗状況を確認する。 

②本時の良かった点、改善点について確

認する。 

・注意のコントロール 

（モニタリング） 

 

７ 評価の観点          

①身だしなみ   ②あいさつ・返事   ③言葉遣い   ④報告・質問   ⑤対人関係 

⑥指示を受ける態度   ⑦責任感   ⑧積極性   ⑨集中力   ⑩体力   ⑪確実性 

⑫巧緻性   ⑬指示の理解力   ⑭準備・後片づけ   ⑮安全性 

 



学習指導略案（教科：専門教科 木工コース） 

       授業担当者  比嘉 勇気 

１ 日   時   令和元年７月 12日（金）１～３校時（９：05～11：55） 

２ 対   象   木工コース３学年（男子６人、女子３人） 

３ 単 元 名   木工製品の製作 

４ 本時の内容   木材の製材、加工 

５ 本時の目標 

（１）安全に作業を行う事ができる。 

（２）協力して作業に取り組む事ができる。 

（３）挨拶や返事、報告・連絡・相談を確実に行う。 

６ 本時の展開 

 
指導内容 配慮事項 備考 

導入 ①本時の作業内容、目標記

入 

②号令、出席確認 

③ミーティング、本時の作

業内容説明 

④作業の心得 

①事前に今日の作業内容、目標、使用道具等

を板書する。学習シート記入用） 

②号令の前に身だしなみが整っているか確認

する。 

③作業の内容、役割分担、工具を説明する。 

④休憩時間を設定・板書し、見通しを立てる。 

⑤「作業の心得」「木工の心得」を読み上げ、

確認する。 

・情報の整理 

 

 

・記憶のサポート 

・情報の最適化 

 

展開 ⑤各自で使用する工具、機

械等の準備、安全確認 

⑥自動かんな盤を使用し

て製材を行う 

⑦指定された寸法を取り、

垂直に線を引く(けがき)  

⑧木材を切断する(のこぎ

り引き) 

⑨木材の表面を滑らかに

磨く（オービタルサンダー

機） 

①作業する前に工具の破損や不備がないか確

認する。破損があった場合は教師に報告し、

交換する。 

②二人一組になって、機械の操作を教師と確

認しながら行う。 

③差し金(定規)の目盛を見て寸法が合ってい

るか確認する。 

④切断する際は、のこぎりを安全に使用し、

木材をクランプでしっかり固定しているか確

認する。 

 

 

・注意のコントロー

ル 

まとめ ⑩材料や工具の片付け､教

室清掃 

⑪学習シートの記入 

⑫ミーティング、まとめ 

⑬次回の予告 

①材料や工具を片付け、掃き掃除、モップが

け、テーブル拭き、戸締まりをするよう合図

を出す。 

②学習シートに今日の自己評価と授業の振り

返りを記入して教師にサインを貰う。 

③本時の作業の成果をまとめる。 

  

 

 

・注意のコントロー

ル 

７ 評価の観点          

①身だしなみ   ②あいさつ・返事   ③言葉遣い   ④報告・質問   ⑤対人関係 

⑥指示を受ける態度   ⑦責任感   ⑧積極性   ⑨集中力   ⑩体力   ⑪確実性 

⑫巧緻性   ⑬指示の理解力   ⑭準備・後片づけ   ⑮安全性 

 

 



学習指導略案（教科：専門教科 クリーニングコース） 

       授業担当者  根木 弥生 

１ 日   時   令和元年７月 12日（金）１～３校時（９：05～11：55） 

２ 対   象   クリーニングコース３学年（男子５人、４女子人） 

３ 単 元 名   クリーニング作業 

４ 本時の内容   蒸気アイロンによる仕上げ作業、照合、配達 

５ 本時の目標 

（１）蒸気アイロン等を使用した各自の課題作業に集中して取り組み、丁寧に仕上げることができる。 

（２）安全に気をつけ、怪我の無いよう努める。 

６ 本時の展開 

 
指導内容 配慮事項 備考 

導入 ①はじめのあいさつ、出席確認 

 

②作業の心得 

③本時の作業内容説明 

①挨拶、返事、服装等がきちんとでき

ているか確認する。 

②「作業の心得」を全員で読み上げる。 

③作業の内容、役割分担を説明する。 

 

 

 

・情報の整理 

展開 ④仕上げる商品の確認と選択 

⑤仕上げ 

・シャツ 

・ズボン 

・シーツ 

・エプロン 等 

⑥照合 

⑦配達 

 ・配達リストの作成 

 ・商品と金額の確認 

 

①自分の写真が掲示されているラック

にある商品を確認し、選択する。 

②機械の準備を行う。 

③安全に注意し、仕上げ作業を行う。 

・アイロンの方法を映像を使って確認

する。（必要な生徒のみ） 

・確実にバキュームを使用するように

言葉かけを行う。 

④完成したら教諭に確認する。 

⑤「確認済み商品」と受付伝票を照ら

し合わせる。 

・タグの曲げ忘れ、お客様名確認の言

葉かけを行う。 

⑥配達リストを確認し、配達する商品

を選択する。配達前に商品と金額の確

認の言葉かけを行う。 

・情報の整理 

・情報の最適化 

 

 

・記憶のサポート 

 

・注意のコントロー

ル 

まとめ ⑧本時の反省 

⑨次回の予告 

⑩終わりのあいさつ 

①良かった点、反省点の確認。 

②身なり・姿勢あいさつの態度等もチ

ェックする。 

・注意のコントロー

ル 

 

７ 評価の観点          

①身だしなみ   ②あいさつ・返事   ③言葉遣い   ④報告・質問   ⑤対人関係 

⑥指示を受ける態度   ⑦責任感   ⑧積極性   ⑨集中力   ⑩体力   ⑪確実性 

⑫巧緻性   ⑬指示の理解力   ⑭準備・後片づけ   ⑮安全性 

 

 



学習指導略案（教科：専門教科 流通サービスコース） 

       授業担当者  浦崎 美香代 

１ 日   時   令和元年７月 12日（金）１～３校時（９：05～11：55） 

２ 対   象   流通サービスコース３学年（男子２人、女子６人） 

３ 単 元 名   菓子製造 

４ 本時の内容   焼き菓子販売に向けての取り組み 

５ 本時の目標 

（１）身なりを整え清潔で安全に作業を進めることができる。 

（２）校外（正門前）にて販売するパウンドケーキなどのケーキ類を各５セット以上作る。 

６ 本時の展開 

 
指導内容 配慮事項 備考 

導入 ①身なりチェック 

②集合・はじめの挨拶 

③作業の心得 

④本時の作業内容説明 

①白衣、マスク、帽子など鏡を見て身なり整え、

入室する。 

②挨拶、返事、服装等がきちんとできているか

確認する。 

③「作業の心得」と「流通サービスの心得」を

当番の後に続いて読む。 

④来週までのコースの取り組みと本日の作業内

容について教師の説明を聞き、全体目標を生徒

で話し合い板書する。 

 

 

 

 

・情報の最適化 

・情報の整理 

・記憶のサポー

ト 

展開 ⑤菓子製造 

Ａ：パウンドケーキ（ドラ

イフルーツ） 

Ｂ：パウンドケーキ（バナ

ナ） 

Ｃ：ブラウニー 

Ｄ：スーパーサブ 

 

⑥清掃片付け 

①必要な器具や材料の準備、作り方を確認でき

るよう写真入りレシピを準備する。 

②必要に応じて言葉がけを行う。 

 

③各ケーキの進み具合を確認し、次の動きを予

測し準備するようサブに言葉かけする。 

④ホワイトボードに完成個数を記入する。 

⑤清掃片付けができているか確認する。 

・記憶のサポー

ト 

・注意のコント

ロール 

・記憶のサポー

ト 

まとめ ⑦本時のまとめ 

⑧終わりの挨拶 

①全員で今日の作業内容の達成度を確認し、学

習ノートに記入。 

②教師と一緒に学習ノートを見て振り返りがで

きているか確認する。 

・注意のコント

ロール 

 

７ 評価の観点          

①身だしなみ   ②あいさつ・返事   ③言葉遣い   ④報告・質問   ⑤対人関係 

⑥指示を受ける態度   ⑦責任感   ⑧積極性   ⑨集中力   ⑩体力   ⑪確実性   

⑫巧緻性   ⑬指示の理解力   ⑭準備・後片づけ   ⑮安全性 



 

 

 

資  料 

 

 

（１）令和元年８月２日（金） 

校内研修 「授業研究①」 

 

（２）令和元年 11月 15日（金） 

校内研修 「授業研究②」 

 

（３）グループ研究を踏まえた寄宿舎での取り組み 

 

（４）令和元年 8月 30日（金） 

     公開研修「ワーキングメモリと支援の実際」 

      ノートルダム清心女子大学 湯澤美紀准教授 

 
 

 



 

 

 

令和元年 8月 2日（金） 

校内研修 

 

【授業研究①】 

 

〈研修の流れ〉 

    （1） 全体会（説明） 

    （2） リーダーによるグループ別説明（分類例について） 

    （3） ユニバーサルデザインの分類分け 

    （4） 全体会（発表） 

 

 

〈資料〉 

    （1） 各グループ 「ユニバーサルデザイン分類表」 

 



ワークショップ 

― ワーキングメモリを考慮したユニバーサルデザインのことを知ろう ― 

 

 

１ 分類する４つのワーキングメモリ 

ワーキングメモリ 内     容 

情報の整理 

・今日の学習の目標や作業内容を簡潔に板書する。 

・板書する際の文字の配置を工夫する。 

・作業内容の流れをナンバリングして示す。 

・目標や作業内容を言葉で簡潔に伝えながら、板書する。 

・大切な指示を板書する。 

記憶のサポート 

・ＯＫＴメモに目標や作業内容などを記入する。 

・目標及び生徒個々の作業内容や注意点を発表する。 

・前回の授業の振り返り、まとめをする。 

・学習の流れのパターン化をする。 

・ミニホワイトボードやｉＰａｄ等を活用する。 

情報の最適化 

・一つずつの指示を短くする。 

・「話す」「聞く」「書く」の時間を別々に設定する。 

・時間の意識をするために、時計やタイムタイマーなどを活用して、時間 

設定を明確にする。 

・学習シートを活用する。 

注意のコントロール 

・黒板の周りを整理し、必要な情報のみを掲示する。 

・机や作業台の周囲を整理整頓する。 

・作業しやすい動線を作る。 

・ペア、グループ学習を取り入れる。 

・全体指示後に、必要な生徒に個別に指示を出す。 

・学習の流れや個々の生徒の作業を黒板に明示する。 

・学習ノートを活用し、自己評価および自己の課題を認識できるようにする。 

 

２ 分類表の表示例 

 

マーク 内      容 

○ 湯澤先生が考案した、ワーキングメモリを踏まえたユニバーサルデザイン 

＊ 本校教職員が自分の授業で実践している支援方法 

☆ ワークショップを踏まえて、今後取り組もうとしている支援方法 

 

 

 



１グループ（３年担当者：農園芸、窯業、木工、クリーニング、流通サービス） 

リーダー（進行）：流通サービスコース 

情報の整理 

○作業手順の図式化    ○目標の明示 

○多感覚を利用 

○板書の仕方、ノートの取り方をパターン化 

○生徒の発表後、ポイントを教師が整理 

＊作業分担をネームプレートで掲示 

＊入り口付近に一日の流れや行事などを記入する 

情報の最適化 

○ノートをとる個所をはっきりと示す 

○課題の量を生徒に応じ調整 

○話を聞く、書くの時間を分ける 

○授業を振り返り、まとめる 

○ワークシートの活用 

○授業を短くユニット化 

記憶のサポート 

○学習の流れをパターン化する 

＊作業内容によって用具などをパターン化する 

注意のコントロール 

○全体指示後、個別に指示をする 

○学習の自己評価をさせる 

○色チョークや色ペンを使用する 

＊安全面による注意喚起 

 

２グループ（２年担当者：農園芸、窯業、木工、クリーニング、流通サービス） 

リーダー（進行）：クリーニングコース 

情報の整理 

○作業手順の図式化  ○授業を短くユニット化 

○学習の自己評価をさせる  ○目標の明示 

○授業を振り返り、まとめる 

○課題の量を生徒に応じ調整 

○板書の仕方、ノートのとり方をパターン化 

＊植物の写真や道具をクイズ形式で確認 

＊作業工程カードの活用 

＊配達リストの表示 

情報の最適化 

＊簡単なレシピから取り組む 

記憶のサポート 

○学習の流れをパターン化 

○話を聞く、書くの時間を分ける 

○ノートをとる個所をはっきりと示す 

○生徒の発表後、ポイントを教師が整理 

＊作業のローテーション 

＊シールでの評価 

＊メモを書いた内容をスクリーンにうつしながら 

発表する 

注意のコントロール 

○全体指示後、個別に指示 

＊自分で個数や時間、目標を設定する 

＊就業体験の評価を確認し、個人目標を設定。 

コースで毎回取り組むことで主体的な行動を 

促す 

☆ｉＰａｄやパソコンを使った授業の導入 

☆生徒が自分で個数や目標を設定する 

 

 

 



３グループ（教科①：国語、社会、数学、寄宿舎） 

リーダー（進行）：農園芸コース 

情報の整理 

○作業手順を図式化 

○多感覚を利用 

＊手順やコツを視覚的に掲示 

＊授業で考えたこと、わかったことは、目標と照

ら 

し合わせて考える 

☆補助教材の活用 

☆掲示物は、教室の後方に（黒板に集中） 

情報の最適化 

○課題の量を生徒に応じ調整 

○ノートをとる個所をはっきりと示す 

＊ワークシートの活用 

☆授業の流れ、時間配分を板書（授業中消さない） 

記憶のサポート 

○学習の流れをパターン化 

○生徒の発表後、ポイントを教師が整理 

＊学習の流れをパターン化 

＊スライド、ビデオを使用 

＊ペア学習（友達に教える） 

☆具体物や視覚的資料の活用 

☆タイマーを使って、時間を意識した行動を意識 

させる 

注意のコントロール 

○色チョークや色ペンを使用 

○全体指示後、個別に指示 

○学習の自己評価をさせる 

＊脳トレ（授業に注目、興味・関心を高める） 

＊活動の時間を設定する 

＊リトルティーチャーの生徒を指名する 

 

４グループ（教科②：体育、音楽、美術、理科、家庭科、情報） 

リーダー（進行）：縫製 

情報の整理 

○目標の明示  ○作業手順を図式化 

○板書の仕方、ノートの取り方をパターン化 

○学習の流れをパターン化 

＊絵を書く時の良い例、悪い例を板書する 

＊説明の際、絵やイラストを多く入れる 

＊スクリーンを用いて、プリント記入や実験手順 

 確認する 

情報の最適化 

○ワークシートの活用 

○授業を振り返り、まとめる 

＊10分走の際、音楽を流す 

＊製作する作品の設計図を作って、作業を視覚化 

する 

☆個人記録表を活用する 

☆ランニング時、周回数をブレスレットで視覚化 

記憶のサポート 

○多感覚を利用 

＊具体物を見せる、触らせる 

＊手順ごとの製作見本 

☆体験的活動や観察を取り入れる 

☆情報機器を活用する 

注意のコントロール 

○全体指示後、個別に指示 

○話を聞く、書くの時間を分ける 

＊体育委員が中心になって準備運動する 

＊作業の流れに合わせて机を配置する 

＊調理において、実際に順番良く説明しながら作 

り、わからない生徒には個別で対応する 

 



 

令和元年 11月 15日（金） 

校内研修 

 

【授業研究②】 

 

 

〈研修の流れ〉 

    （1） 全体会（説明） 

    （2） リーダーによる授業紹介及び取り組みの分類 

    （3） 各教科での取り組みの分類 

    （4） 全体会（発表） 

〈資料〉 

    （1） 学習指導案（略案） 

      評価規準欄の記号の見方 

         例） ①主モ：「主体的な学びの視点」で、「モニタリング」の指導・支援方法の工夫とし

て「①」を行う 

 
学びの視点 

 
実行機能の項目に対する指導・支援 

主 主体的な学びの視点 空 空間や情報の整理 

対 対話的な学びの視点 忘 忘れない工夫 

深 深い学びの視点 モ モニタリング 

  シ シフティング 

（2） 各グループ 「取り組み分類表」 



令和元年 11 月 15 日（金）校内研修 「授業研究②」 【 取り組み分類表 】  

 

 

１ 新学習指導要領と本校の教育目標 

  資質・能力の育成（主体性、汎用的能力） 

「何ができるようになるか」  「何を学ぶか」  「どのように学ぶか」 

 

 

２ 実行機能アンケートの結果から見えてきた本校生徒の実態（弱い部分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ３つの学び 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マーク 学 び 内     容 

○ 主体的な学び（主体性） 
生徒が積極的に自ら進んで学習に取り組む。 

（学習活動に見通しを持つ） 

◇ 対話的な学び（協働性） 
友達と助け合ったり、互いの良いところを認めたり、友達との

対話や関わりかたから学びを深める。得意な方法で表現する。 

△ 深い学び（創造性） アイデアを出す。工夫する。イメージする。なぜと疑問を持つ。 

実行機能 内     容 

空間と情報の整理 
机やプリントなどを整理整頓する力や、何かを知りたいときのものの調べ方、

調べたものを整理して管理する力 

忘れない工夫 
覚えやすくする工夫の仕方、忘れてしまいそうなことはどうしたらいいかを

考える力 

モニタリング 勘違いややり忘れがないかを見直す力、そのやり方でよいか確認する力 

シフティング 予定通りに物事が進まないとき、状況に応じて方法や目的を柔軟に変える力 



１グループ（国語、社会、数学、体育、農園芸、窯業、木工） 

リーダー（授業紹介）：専門教科 窯業コース 

忘れない工夫 

◇各グループの進捗状況を確認する 

◇学習ノートに反省点を記入し、教師と確認する 

空間と情報の整理 

○作業手順シートの確認をするよう言葉かけ 

○わからない言葉をｉＰａｄで検索、キーワード 

 を考える（わからないときは提案する） 

△作業内容、役割分担、準備物を板書する 

モニタリング 

○シートやガイドを活用するよう言葉かけ 

○ドベ接合の確認、報告の言葉かけ 

○見本を置く 

○時間を示して自ら考えて行動できるようにする 

◇生徒同士で評価する 

◇作業内容を生徒に発問し、確認する 

△見本、手本を見せる 

シフティング 

◇ケースに入る数の調整 

◇チームで制作する（苦手・難しい作業は、得意

な 

生徒と相談して交換する） 

◇ワークシートのまとめ方がわからないときは、 

友達に聞く、教師に聞く 

 

 

 

 

２グループ（国語、社会、理科、農園芸、クリーニング、情報、流通サービス、窯業、寄宿舎） 

リーダー（授業紹介）：体育 

忘れない工夫 

○ミニホワイトボードの活用（手順を書く） 

○仕上げる商品のそばに顔写真を掲示する 

△１年生と３年生の共同学習 

空間と情報の整理 

○仕上げた枚数分のシールを仕上げシートに貼る 

◇学習内容などを板書し、説明する 

モニタリング 

○走路に皿コーンなどでマーキングする 

○記録を掲示し、全力で走るポイントにマーク 

○文章入力の速度問題、文字数をフィードバック 

◇同学年同士のペア学習 

◇ペア学習（車いすの操作） 

△ビデオや写真での振り返り 

シフティング 

○体調不良等の有無を報告する 

○事前に走る回数を伝える 

○タイマーを使用し、走る時間を視覚化する 

○記録を掲示し、全力で走るポイントにマーク 

○仕上げた個数の板書をする（生徒目標と比較） 

◇体育委員がリードしてストレッチをする 

◇サイバー犯罪やインターネットマナーの動画を 

見て、話し合いを持つ 

 

 

 

 

 



３グループ（国語、数学、体育、農園芸、窯業、家庭科、寄宿舎） 

リーダー（授業紹介）：専門教科 縫製 

忘れない工夫 

○メモを見返すよう言葉かけをする 

△振り返りワークシートの記入 

△評価票の掲示、個人目標の設定 

空間と情報の整理 

○日程や連絡事項を記入・掲示する 

◇日付や製作物を板書する 

◇板書や記入式のプリントを使用する 

△毎時間の感想を書く 

モニタリング 

○実物の製作見本や写真手順カードを使用する 

○実物の見本（寄せ植え）を用意する 

○写真入り手順を掲示する 

◇解き方や考え方を発表させる 

◇意識できるように発問する 

◇ペア学習でお互いに教えあう 

◇学習シートに作業量を記入する 

シフティング 

○清掃開始時刻を掲示する 

○各種目の記録を掲示する 

◇目標までの数を確認する 

◇発問して生徒の意見を待つ 

◇必要な道具をグループで確認して進めるよう 

伝える 

 

 

 

 

４グループ（国語、理科、体育、家庭科、農園芸、木工、情報、美術、クリーニング） 

リーダー（授業紹介）：専門教科 クリーニング 

忘れない工夫 

○就業体験評価から課題をピックアップし、黒板

に掲示。意識して作業できるようにする 

空間と情報の整理 

○生徒が自分で道具を準備できるようにディスプ

レイする 

○俳句、川柳を短冊へ記入する 

モニタリング 

○仕上げ枚数表にシールを貼り、確認する 

○内容・分担を板書、説明する 

○目標を学習シートに記入・発表する 

○学習シートに反省等を記入。達成度等を発表 

◇他の生徒の作品を見て、良さを認める 

◇授業後、個人目標を個別に確認し、評価する 

△仕事を見つけ、考えて行動する 

△記録が伸びた理由、下がった理由を考え記入、 

次時の目標に生かす 

シフティング 

○作業の手順を板書する 

○俳句、川柳の作成 

◇作りたいものについてアンケートを取り、みん 

なで話し合う 

◇俳句、川柳の展示 

◇考えたことをもとに回収作業を行う 

△販売後、なにが売れたか理由をみんなで考える 

 

 

 

 



学習指導略案（教科：体育） 

授業担当者 屋良、具志、多嘉良 

１ 日 時   令和元年 11月１日（金）３校時（11：05～11：55） 

２ 対 象   ２学年１・２・３組（男子 18名、女子８名） 

３ 単 元 名   陸上競技（６～８秒走） 

４ 本時の内容   短助走 

５ 本時の目標 

（１）自己の課題や記録を知り、競走や記録への挑戦の仕方を工夫する事ができる。（思・判・表） 

（２）競走したり記録に挑戦したりすることを通して，走る楽しさを味わい一定の距離を全力で走る 

ことができる。（向かう力） 

６ 本時の展開 

学習活動 指導上の留意点・支援方法 ワーキングメモリ 評価規準 

導入（15分） 

①始めの挨拶、

出席、体調確

認 

②本時の説明 

①挨拶、返事、服装や体調不良の有無を

確認する。 

②学習内容等を説明、表記する。（図１） 

・情報の整理 ＊自分の体調に気づき、

報告できる。①主シ 

＊本時の学習内容と目

標を理解する。②深空 

③10分走 

④ストレッチ 

 

①楽しみながら活動できるよう工夫を

行う。（生徒が好きな曲を流す）（図２） 

②タイマーを使用し、走る時間の視覚化

を図る。 

③万全な体調ではない生徒は、本人と相

談し可能な活動を選択して取り組ませ

る。 

④体育委員がリードし、ストレッチを行

う。（図３） 

・注意のコントロー

ル 

・記憶のサポート 

＊お互いに楽しみなが

ら活動できる。 

①主シ、④対シ 

＊自分の体調に合わせ

て活動できる。 

②主シ、③対シ 

展開（25分） 

⑤６～８秒間走 

（２回測定） 

女子８秒 

男子６秒 

 

①事前に実施回数を伝え、やる気が落ち

ないようにする。 

②本人が自分の記録を確認しやすいよ

う走路のマーキング、皿コーンで印をつ

ける。（図４・５） 

③１回目の記録を提示し、全力で走るポ

イントをコーンなどでマーカーする。 

・情報の最適化 

・記憶のサポート 

＊一定の時間を全力で

走ることができる。 

①主シ、②主モ、③主モシ 

まとめ（10分） 

⑥振り返り 

⑦次回の予告 

①表に自分の記録を記入し、記録の結果

について分析し、次の目標につなげる。 

・注意のコントロー

ル 

＊自分の記録を知り、分

析を行い、次の目標を立

てることができる。 

①主シ 

 

 



７ 評価の観点 

（１）自己の課題や記録を知り、次の目標をたてることができる。 

 （２）楽しみながら競争や記録にすることができる。 

 

８ 授業の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 成果と課題 

 

９ 成果と課題 

（１）個人カードについて（図７） 

    毎回の測定結果を記録し、「記録が伸びた理由」「落ちた理由」を考えることで、速く走るコツに 

ついて質問する生徒が増え、実践する場面が増えた。また、理由も技術的なことからメンタルにつ 

いてまで記入する生徒も出てきており、「心と体はつながっている」という内容の指導ができるよ 

うになってきた。理由を「わからない」と記入する生徒には、記入例を提示し選択制にするなどの 

工夫が必要だと感じた。 

（２）個人記録表について（図８） 

毎年５月に全学年対象で行われるスポーツテストの記録を一覧表にして提示を行っている。運動 

の得意な生徒は積極的に確認する（図９）が、苦手な生徒は関心を示さない様子も見られた。そこ 

で、各個人が３年間の伸び率を確認できる個人記録表を作成し、数字のみでの提示で理解が厳しい 

生徒も多いのではという理由から、伸び率を（走競技含む）棒グラフで示す工夫を行った。個人記 

録表を見ながら「伸びた」「落ちた」と関心を持って確認する姿が多く見られるようになった。 

 

図４ ６～８秒間走コース 

図２ 導入の 10分間走 図３ ストレッチ 

図５ ６～８秒間走測定 

図９ 各自で記録確認 

図６ カード記録をする様子 

図７ 個人カード 

図１ 本時の流れ（板書） 

図８ 個人記録表 



学習指導略案（教科：専門教科 窯業コース） 

授業担当者  桑江 秀良 

１ 日 時   令和元年 10月 29日（火）１～６校時（９：05～15：35） 

２ 対 象   窯業コース３学年（男子８人、女子１人） 

３ 単 元 名   赤瓦ランプ作り 

４ 本時の内容   屋根、土台、パーツ製作 

５ 本時の目標 

 （１）沖高特祭で販売する製品について作業の見通しを持つことができる。（思・判・表） 

 （２）作業手順シートを活用し、丁寧に製作する。（知識・技能） 

６ 本時の展開 

学習活動 指導上の留意点・支援方法 ワーキングメモリ 評価規準 

導入（20分） 

①集合・出席確認 

②作業の心得 

③本時の作業内容説

明 

①挨拶、返事、服装等の確認。 

②声出しなどの確認。 

③作業の内容、役割分担、準備する用

具を板書し、説明する。 

・情報の整理 ＊授業のねらい

と流れを知る。 

③深空 

展開（235分） 

④前回までの作業内

容確認 

⑤用具の準備 

 

⑥各グループで製作 

・屋根Ａ： 

（型抜き、ドベ接合） 

・屋根Ｂ： 

（ひもづくり） 

・屋根Ｃ：（瓦づくり） 

・土台Ａ：（土台、柱） 

・土台Ｂ： 

（壁、ドベ接合） 

①前回までの作業内容を生徒に発問し

ながら、確認する。 

②作業手順シート（使用道具）を確認

するように言葉かけをする。 

③作業手順シート（制作工程）やひも

づくりガイドを確認しながら、作業す

るよう言葉かけをする。 

④ドベ接合がきちんと出来ているかを

確認し、報告するよう言葉かけをする。 

・情報の整理 

・情報の最適化 

・記憶のサポート 

・注意のコントロール 

＊作業の見通し

が持てる。①対モ 

＊必要な物を準

備することがで

きる。②主空 

＊主体的に作業

ができる。③主モ 

＊報告・質問が

できる。④主モ 

まとめ（15分） 

⑦本時の反省 

⑧個人の評価 

①各グループの進捗状況を確認する。 

②学習ノートに、本時の良かった点、

改善点を記入し、教師と確認する。 

・注意のコントロール ＊本時の反省点

が理解できる。 

①②対忘 

 

７ 評価の観点 

（１）本時の内容や目標を確認し、自分の役割を理解して行動することができる。 

（２）作業手順シートを活用しながら、主体的に作業することができる。 

８ 授業の様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 成果と課題 

赤瓦ランプ製作を通して、一人一人の役割を固定し、スモールステップで作業に取り組み、生徒同士で

協力し合う中で成功体験を積み重ねられたと考えられる。 

（１）板書（図１） 

本時の内容や目標、役割のみを板書し、一人一人が自分の役割を確認できるように提示している。 

文字の見やすさ（大きさ、太さ、色使い）などを工夫する必要がある。 

（２）作業手順シート、ひもづくりガイド（図２、３、４） 

作業手順シートが効果的な補助具となり、自発的・主体的に製作する様子が増えたと考える。 

細かい手順をとばして作業をしてしまい、修正に時間を要することがあった。作業という観点では、 

スピード、正確性、丁寧さが不足していると感じた。授業ごとに作業手順シートを生徒と一緒に確認 

する必要がある。 

（３）学習ノートの活用 

日々の記録を記入することで、生徒が自らの課題を確認することができ、教師が生徒の変容を捉え 

る材料の一つにもなっている。 

作業後の片付けが間に合わず、授業のまとめが短くなることがあった。そのため、一人一人の振り 

返りが急ぎ足になってしまい、次の授業にうまくつなげられない生徒がいた。作業終了時間を把握 

しやすくするためにタイマーなどを活用し、教師が進捗状況を確認しながら、生徒に適宜言葉かけを 

行うなどの工夫が必要であると考える。 

 

図１ 板書 図２ 作業手順シート 

図３ ひもづくりガイド 図４ 製作風景 



学習指導略案（教科：専門教科 クリーニングコース） 

授業担当者  野原 小侑合 

１ 日   時   令和元年 11月 11日（月）２～６校時（10：05～15：35） 

２ 対  象   クリーニングコース２学年（男子３名、女子６名） 

３ 単 元 名   接客サービスについて考え、目標を意識した作業を行う。 

４ 本時の内容   接客についての確認、回収、受付、仕上げ、照合、配達 

５ 本時の目標 

 （１）接客について考え、回収や配達で丁寧な接客が行える。（知識・技能） 

 （２）目標を意識し、自分で考え、取り組みができる。（思・判・表） 

６ 本時の展開 

学習活動 指導上の留意点・支援方法 ワーキングメモリ 評価規準 

導入（15分） 

①はじめのあいさつ 

②作業の心得 

③本時の作業内容 

説明 

④前回の反省と 

本授業の目標発表 

①あいさつ、返事、服装などがきちんとで 

きているかを確認する。 

②「作業の心得」を読み上げ、確認する。 

③作業の内容、役割分担を板書・説明する。 

④前回の授業の反省を踏まえ、本授業の目

標を学習シートに記入し、発表する。 

 

 

 

・情報の整理 

・記憶のサポート 

                          

＊指示･説明を 

聞き見通しが持

てる。③主シ忘 

＊自分の目標 

と課題を理解で

きる。④主モ 

展開（215分） 

⑤接客マナーについ

ての話し合い 

⑥回収 

⑦仕上げ 

⑧照合 

⑨配達 

 

 

 

 

 

 

 

⑩10分タイム 

①お客様(本校職員)アンケートの回答につ

いて生徒同士で考えや意見を出し合う。 

②考えたことをもとに、回収作業を行う。 

③自分の取り組むものを確認し、仕上げ作 

業を行う。完成したら、教師に報告、確 

認する。仕上げ枚数表にシールをはり、 

仕上げた枚数を確認する。 

④照合作業を行い、仕上げを優先すべき衣

類を確認する。 

⑤配達リストを確認し、配達する商品を選

択。配達前に商品と金額の確認の言葉か

けを行う。 

⑥自分で仕事を見つけ､考えて行動する。 

・注意のコントロー

ル 

 

 

・記憶のサポート 

・情報の最適化 

 

・記憶のサポート 

 

・情報の整理 

 

 

・注意のコントロー

ル 

＊お客様の立場

に立って接客に 

ついて考える。

①対モ空 

＊接客マナーを

守り回収が行え

る。②深シ 

＊目標(数)を意

識した取り組み

ができる。 

③主モシ 

＊周りの状況を

見ながら自分で 

考え行動でき

る。⑥深モシ 

まとめ（20分） 

⑪本時の反省 

⑫次回の予告 

①学習シートによかった点と反省点を記入 

する。10分タイムでの取り組み、目標数 

の達成度についても発表する。 

・注意のコントロー

ル 

･記憶のサポート 

*目標達成度、反

省点を確認でき

る。①主対モ 

 

７ 評価の観点 

 （１）接客について考え、お客様の立場に立った接客(回収、配達)ができる。 

 （２）目標を意識し、自分で考え、活動することができる。 

 



８ 授業の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 成果と課題 

（１）接客についての話し合い(図２) 

お客様アンケートでの回答をもとに、生徒同士で意見を出し合い､考える取り組みを行った。生徒 

たちは互いに意見を出し合い、接客について考えることができた。その後、回収作業を行ったところ、 

普段と比べ言葉遣いや声の大きさなどを意識した接客を行うことができていた(図３)。課題として、 

お客様の立場に立った接客について考える機会、話し合う機会を定期的にもち、より丁寧な接客が生 

徒自ら行えるようにしていく必要性がある。 

（２）仕上げ枚数確認表(図４) 

蒸気アイロンでの仕上げ工程では､生徒たちの取り組みに対する成果を目で見える形で示し、意欲

の向上を図るため「仕上げ枚数確認表」を取り入れた。取り組んだ枚数が具体的に見て取れるため、

生徒たちは積極性が増し(図５)、具体的な数字を目標とした取り組みを行うことできるようになって

きている。 

（３）10分タイムの導入(図６) 

生徒が自分で考え行動できるようにするため「10分タイム」の設定を行った。「10分タイム」とは、

作業終了後の 10 分間、指示された作業ではなく、周りの状況を確認しながら自分で仕事を見つけ、

自主的に取り組むことを目的とした時間である。自分で考え、行動できている生徒も増えてきている

が何をすればよいのかわからず、立ち尽くしている生徒もいたので、本時の反省の時間に「目標達成

度と今日の反省」「10 分タイムで行ったこと」を発表させ、生徒同士で、互いの課題点や目標仕上げ

数、「10 分タイム」での取り組みを共通確認できるようにした。生徒は、発表を聞くことで、「10 分

タイム」で他の生徒が何をしているのかを知ることができ、「わかった、次の授業では○○をしよう」

と考え取り組むことができるようになっている。今後は、「10分タイム」という限られた時間でなく、

授業全体で生徒が自ら考え、行動できる力の育成のためのさらなる指導支援の工夫を行う必要がある。 

 

図１ 板書 図２ 接客についての話し合い 

図６ 10分タイムの様子 図４ 仕上げ枚数確認表 図５ 作業に取り組んでいる様子 

図３ 接客中 



学習指導略案（教科：専門教科 流通・サービスコース） 

授業担当者 浦崎 美香代 

１ 日 時   令和元年 10月 31日（木）１～６校時（９：05～15：35） 

２ 対 象   流通・サービスコース３学年（男子２名、女子６名） 

３ 単 元 名   食品製造・販売 

４ 本時の内容   ちぎりパンの製造、校門前販売 

５ 本時の目標 

（１）作業の流れや目標を理解し、周囲と協力して取り組むことができる。（思・判・表） 

（２）接客態度を意識し、校門前販売ができる。（思・判・表） 

６ 本時の展開 

学習活動 指導上の留意点･支援方法 ワーキングメモリ 評価規準 

導入（20分） 

①身なり整え 

②はじめの挨拶 

③作業の心得 

 コース心得 

④本時の作業説

明 

①身なりの整え方を掲示する。 

②挨拶、服装等がきちんとできている

か確認する。 

③来週までの取り組みと本日の作業

について、教師の説明を聞き、全体目

標を生徒で話し合う。 

・情報の整理 

・記憶のサポート 

 

・注意のコントロール 

＊清潔を意識し、身

なりを整えることが

できる。①主モ、②対モ 

＊作業の流れとつな

がりを理解できる。 

④対シ 

展開（235分） 

⑤パンの製造 

⑥販売準備 

⑦校門前販売 

（図４） 

⑧清掃片付け 

①写真入りレシピを準備する。 

②ホワイトボードに焼きあがったパ

ンの個数を記入する。 

③作業終了の時間を板書する。 

④お客様が手に取りやすい商品配置

や順序などを発問し、意見を出し合

う。 

⑤校門前販売の係分担を話し合う。 

・記憶のサポート 

 

 

・情報の最適化 

・注意のコントロール 

＊レシピの通り確実

に作業することがで

きる。①主モ 

＊時間内に目標数を

仕上げる。②③深シ 

＊接客態度を意識し

て販売活動ができ

る。④⑤対シ 

まとめ（15分） 

⑨本時のまとめ 

⑩おわりの挨拶 

①本日の作業の達成度や反省等を学

習ノートに記入する。 

②教師と一緒に本日の作業の振り返

りを行う。 

・情報の最適化 

・注意のコントロール 

＊本日の作業を振り

返り、自己評価をす

ることができる。 

①深空、②対シ 

 

７ 評価の観点 

（１）主体的に目標設定に取り組み、全体目標達成に向けて取り組むことができる。 

（２）お客様の立場になって考え、行動することができる。 

８ 授業の様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 成果と課題 

（１）全体目標を話し合いで決める（図１） 

これからの販売計画（日程、販売予定商品）や本日の作業内容の説明を丁寧に行うことを繰り返し、 

作業前に生徒同士で話し合って全体目標を立てることができるようになってきた。教師の指示がなく 

ても、作業前に板書（本日の作業内容、目標個数等）を確認し生徒同士で役割分担までできることが 

増えた。また、目標個数を明確に設定することで、「達成しよう」という積極的な姿勢をみせる生徒 

が増えた。 

  今後は、販売日や販売する商品、販売個数、必要な材料の計算、製造開始日の決定なども、生徒が 

 主体的に計画できるよう支援方法を模索していきたい。 

（２）写真入りレシピ（図２・３） 

   材料や分量、使用する器具などを視覚化することで、教師の指示を待つことなく自ら準備すること 

  ができる生徒が増えた。また、めくることで次の作業を確認することができるため、見通しをもって 

先の準備をすることができるようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 写真入りレシピの活用 

図２ 写真入りレシピ（Ａ５版） 

図４ 校門前販売の様子 

図１ 白板掲示（全体目標設定） 



学習指導略案（教科：専門教科 縫製） 

授業担当者 仲村 加奈子 

１ 日 時   令和元年 11月１日（金）１～２校時（９：05～10：55） 

２ 対 象   ２学年（男子２名、女子５名） 

３ 単 元 名   沖高特祭 販売物の製作 

４ 本時の内容   沖高特祭で販売する縫製小物の製作（エコバッグ、きんちゃく等） 

５ 本時の目標 

（１）沖高特祭の販売品であることを意識し、丁寧に仕上げることができる。（知識・技能） 

（２）製作手順を自ら確認し、主体的に取り組むことができる。（思・判・表） 

６ 本時の展開 

学習活動 指導上の留意点･支援方法 ワーキングメモリ 評価規準 

導入（５分） 

①本時のねらい 

と内容確認 

①具体的な日付や販売予定製作物を 

板書で説明する。 

②販売品であることを意識できる 

よう発問する。（買いたくなる商品

とはどんなものか） 

③各自の製作物を確認、発表する。 

・情報の整理 

 

 

 

 

・記憶のサポート 

＊沖高特祭販売物で 

あることを理解す 

る。①深空 

＊買いたくなる商品 

とはどんなものか 

を考える。②対モ 

展開（80分） 

②前年度沖高特 

祭の販売数の 

確認 

③目標製作数と 

不足数を確認 

④販売品の製作 

⑤実習室清掃 

①前年度販売数の確認では、板書や 

記入式のプリントを使用する。 

②今年の目標販売数（製作数）、現在 

の不足数について発問し、生徒の 

意見を待つ。 

③製作物ごとの写真手順カードを準 

備する。 

④実物の製作見本を掲示する。 

⑤清掃開始時刻を黒板に掲示する。 

・情報の整理 

 

 

 

 

・記憶のサポート 

・情報の整理 

・情報の最適化 

＊目標販売数（製作 

数）、不足数を知 

る。①深空、②対シ 

＊製作手順を自ら確 

認し、手順通りに 

製作する。③④主モ 

＊時間を意識した行 

動ができる。⑤主シ 

まとめ（15分） 

⑥日誌記入 ①今日の作業量を具体的に記入する 

よう促す。（〇枚完成等） 

②目標販売数（製作数）までの数を 

確認する。 

・情報の最適化 

・注意のコントロール 

＊製作順序を理解 

し、記録する。 

①深モ、②対シ 

 

 

７ 評価の観点 

（１）お客様の立場になって考え、買いたくなる商品について考えることができる。 

（２）製作手順を自ら確認し、手順通りに製作することができる。 



８ 授業の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 成果と課題 

（１）実物見本の黒板掲示（図１） 

  きんちゃくの入れ口の処理やロックミシンをかける個所など、写真手順カードでは細か説明が難し 

い製作物は製作見本を実物で掲示した。ミシン縫いする個所や縫いしろの幅などを直接確認すること 

ができるため、生徒の理解を早め、より深めることができた。 

  黒板前にテーブル（可動式）が配置されており、実物製作見本を手に取りにくい。作業動線を考え 

た環境整備を進めていく。 

（２）写真手順カード（図２・３） 

手順が分からなくなった時に手が止まる生徒や推測で進めてしまう生徒が減り、カードをめくって 

自ら確認する姿が見られるようになった。 

  製作がどこまで進んでいるのか、どこから再開したらよいのかがわからずに、作業開始に時間がか 

かる生徒がいた。授業終了時に、どこまで終わっているのかがわかるよう番号札等で対応したい。 

（３）清掃開始時刻の黒板掲示（図４） 

常に掲示することで、「ここまでは終わらせる」「今日はここで終わろう」など、見通しをもって作 

業を進める生徒が増えた。 

 

 

図１ 黒板掲示①（実物見本） 図２ 写真手順カード①（右：Ａ４版、左：Ａ５版） 

図３ 写真手順カード②（Ａ５版：内容） 図４ 黒板掲示②（清掃開始時刻） 



グループ研究を踏まえた寄宿舎での取り組み 

 

沖縄県立沖縄高等特別支援学校 寄宿舎 

石川 智陽  東恩納 翔子 

 

 

１ 「主体的に情報を活用する力」に関するこれまでの取り組み 

寄宿舎では、日課スケジュール表や洗濯・アイロン等の手順表をはじめ、寄宿舎のルール、学習会 

のスケジュール等、様々な掲示物やホワイトボードへの記入を通して生徒に向けて情報を発信しつつ、 

生活指導を行ってきた。多くの掲示物を用いている理由としては、「シフト制のため職員の入れ替わ 

りや職員数の増減が日々ある中で、生徒に対し共通した生活指導を効果的に行うため」「視覚的に情 

報を示し、生徒の円滑な理解を促すため」の二点が挙げられる。 

しかし、「様々な場所に多くの掲示物が貼られているため、生徒が混乱している様子が見られる」、 

「必要でない掲示物も多く貼られている」などの課題も挙げられた。これらの課題を克服するため、 

平成 30年度より寄宿舎内のすべての掲示物を取り外し、必要な掲示物のみ貼り直すことによる「情 

報の精選」、寄宿舎ロビーにて舎務分掌係ごとの掲示板を作成することによる「情報の整理」、寄宿舎

の様々な場所に掲示されていたルール（日課のルール、男女の距離感のルール等）をいつでも・どこ

でも・生徒自身で確認できるように、“寄宿舎ルールブック”として１冊のファイルにまとめること

による「情報の最適化」を行った。 

これらの取り組みにより、生徒自身で情報を収集し、収集した情報を活用しやすい環境作りを行う

ことができたが、依然として「学習会の時間・場所の間違い」「掲示板に書かれていることを何度も

職員に確認する」「学部での忘れ物の多さ」等の課題が残る。そこで、生徒が主体的に情報を活用で

きるようにするため、掲示板の改良及び、メモを見返す時間の設定を行う。 

 

２ 研究仮説 

（１）生徒が自分に必要な情報を容易に行うことができる掲示板に改良することで、生徒が主体的 

に情報を活用することができるであろう。 

（２）寄宿舎でメモを見返す時間を設定することで、生徒が主体的に一日の振り返りや翌日の準備 

  を行うことができるであろう。 

 

 

３ 取り組み内容 

 （１）ユニバーサルデザインを活かした掲示板の改良・工夫 

これまでの掲示板では舎務分掌係ごとに区割りがされ 

   ていたため、職員としては運用しやすいものであった 

が、生徒からすると分かりづらいものであった。例え 

ば、性教育の学習会は生活係のコーナーで、就業体験の 

学習会は文化係のコーナーで周知されている（図１） 
図１ 改善前（掲示板） 



等、学習会でも内容により周知されている場所が違うこ 

と等が挙げられる。また、「今日の予定」と「明日の予  

定」が掲示板とは離れたホワイトボードに書かれていた 

（図２）ためお知らせや情報を示す場所が２カ所ある状 

況であった。その結果、生徒自身での情報収集や活用が 

思うようにできていない現状があった。そこで、校内研 

修で学んだワーキングメモリを考慮したユニバーサルデ 

ザインや昨年度に県外研修で伺った福岡高等学園の掲示板を参考にして新たに掲示板を作成し   

た。 

新しい掲示板では、寄宿舎の情報を 1カ所にまとめるように 

し、①行事・余暇、②部屋・係会、③予定表（月間予定表）、 

④今日の予定、⑤明日の予定、⑥学習会、⑦その他の 7つの項 

目で区切り、生徒が自分にとって必要な情報を選択・収集しや 

すいように改良を行った（図３）。また、複数名の生徒より「事 

前準備のため、学校の行事も載せてほしい」との意見が挙がっ 

たため、学部の行事も記載した月間予定も掲示した。 

 

 

   （２）メモの活用 

今回のグループ研究では、メモの活用が生徒の「主体的に取り組む力を育む」ことに効果的で

あると考えられ、学校においては、授業でのメモの活用や「メモの学習会」等により、メモをと

る、活用することへの定着を図るための継続的な指導・支援を行っている。しかし、忘れ物をす

る生徒が多く、その理由として、生徒の様子から寄宿舎でメモを見返している生徒は少なく、メ

モを取りっぱなしで見返していないことが原因であると考えられる。 

そこで、メモの見返しを習慣化し、生徒自ら予定を確認し、必要なものを準備することができ

るようメモを振り返る時間を設けた。学習時間前（20:25）に“メモを見返しましょう”との舎内

放送を入れる、学習時間中（20:30～21:25）に各部屋を回り、職員から生徒への言葉かけを行う

という 2つの方法を実践することにした。同時にポスターも作成し、周知を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 改善前（ホワイトボード） 

図３ 改善後

（ホワイトボ

ード） 

図３ 改善後の掲示板 



４ 仮説の検証 

新しい掲示板やメモの振り返りの時間設定を 10月から開始し、活用状況についてのアンケートを在 

舎生に実施した。設問や集計結果は以下の通りである。回答数は 111名であった。 

  （１）ユニバーサルデザインを活かした掲示板の作成・ 

活用 

アンケート結果によると、全生徒の内、70％の生徒が 

「今の掲示板の方が良い」と回答している。その理由と 

しては「きちんと項目ごとに区切られていて分かりやす 

い」「整理されていて見やすい」「学校行事も書かれてい 

て確認しやすい」等の理由が多く書かれていた。（図４） 

また、前の掲示板の方が良いという意見の主な理由は 

「慣れていたから」が１番多く、特に３年生に多く見ら 

れた。前が良いと回答した生徒を学年別に見ると 43％ 

が３年生、34％が２年生、23％が１年生であった。以前 

の掲示板に慣れていない下級生ほど、新しい掲示板を受 

け入れていることがわかった。本校の生徒は視覚的な情 

報の方が理解しやすく、学年が上がるほど、前の掲示板 

の様式になれていたからだと考える。 

全体の 39％の生徒が「毎日掲示板を見る」、50％の生 

徒が「週に１・２回掲示板を見る」と回答しており、約 

90％の生徒が掲示板を活用していることがわかった。し 

かし、一方で「全く確認しない」と回答している生徒も 

10％いることがわかった（図５）。 

また、「毎日掲示板を見る」と答えた生徒を学年別に 

   見ると 42％が３年生、32％が２年生、25％が１年生と 

なっており、毎日掲示板を確認する生徒は３年生が多  

いことがわかった。学年が上がるほど、自分にとって必要な情報を得ることにより見通しをもっ

て計画や準備ができることを理解しているからだと推測できる。 

これまで、寄宿舎内のあらゆる場所に点在していた情報（掲示物やホワイトボード）を一箇所に 

まとめ、生徒へ情報伝達を図ったところ、少しずつではあるが生徒たちが掲示板を見て予定や連絡 

などを確認できるようになってきた。 

帰舎後に掲示板を見ることが定着した生徒が増え、掲示板から自分に関係及び必要な情報を知る

ことができるようになってきたと考えられる。 

また、ワーキングメモリを考慮したユニバーサルデザインを念頭において改良した掲示板に 

   ついて、アンケート回答から「きちんと区切られていて分かりやすい」「整理されていて見やすい」 

と生徒たちから評価されている点や生徒から「学校の情報も掲示して欲しい」という声があがった 

ことも主体的に掲示板を活用しようという生徒の変化を見てとることができる。 
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図４ 「掲示板の使いやすさ」について 

図５ 「掲示板確認の頻度」 

毎日

39％

[]

[]

未回答

１％



 （２）メモの活用 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートの「メモの見返し」については、寄宿舎で「メモを見返す」と回答した生徒は 35％、 

「メモを見返さない」と回答した生徒は 59％であった（図６）。令和元年度４月から 11月までの 

寄宿舎での忘れ物回数（総数 317 回）のうち、「メモを見返さない」と回答した生徒の忘れ物平  

均数（3.8 回）は、「メモを見返す」と回答した生徒の約 2.5 倍であることがわかった（図７）。 

翌日必要な準備物や行事、変更事項等をメモにとり、見返して準備を行うことで見通しをもつこ

   

とができ、必要なものを準備し授業に参加することができたと考えられる。 

 

５ 成果と課題 

（１）成果 

① ユニバーサルデザインを取り入れた掲示板の作成や掲示する情報の精選・整理・最適化を行い 

「見て確認する」「メモをとる」等生徒の主体的な行動を促す指導・支援方法の工夫ができた。 

 ② 「メモを見返す時間」の設定を行うことで、「メモを見返す」ことの大切さや「メモの見返し」 

を習慣化する取り組みについて職員・生徒で共通確認することができた。 

③ メモの活用に関するアンケート結果から、「メモの見返し」と「忘れ物数」の相関関係を見るこ 

 とができ、今後の忘れ物に関する指導・支援方法の見直しを図ることができた。 

 

（２）課題 

 ①  生徒が主体的に情報収集することができる掲示板のさらなる工夫・改善（色の活用、文字サイ  

ズ、レイアウトの工夫等）。 

 ②  メモの見返しを習慣化する継続的な取り組み。 
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図６ アンケート結果③「メモの見返し」 
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「メモの見返しと忘れ物数平均値の相関図」 
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あ と が き 

 

平成 31年度（令和元年）沖縄県教育委員会指定研究（グループ研究）の指定を受け、「実行機能」に

関して生徒の実態把握に努め、「指導・支援の方法の工夫」について授業研究を行いました。ここに、本

研究の 1年間の成果と課題についてまとめました。 

文部科学省より新学習指導要領の特別支援学校高等部学習指導要領が（平成 31 年 2 月告示）示され、

第 1 章総則の第 2 節には「高等部における教育の基本と教育課程の役割」として、「生徒の人間としての

調和のとれた育成を目指し、生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等、学科の特色及び学校や地

域の実態を充分考慮して、適切な教育課程を編成する」ことを目的として教育を行うようにとある。 

また、沖縄県の学校教育における指導の努力点には『２学習指導の工夫・改善・充実「－個々のニーズ

に応じて、自立し社会参加する力の育成を重視した、育成すべき資質・能力、主体的・対話的で深い学び

の視点を踏まえた指導の充実－」』と明記されている。 

本校の学校の教育目標を達成するための方針には、本年度は平成 31 年度沖縄県教育委員会研究指定校

（グループ研究）として、「軽度知的障害のある生徒が主体的に取り組む力を育成するための研究―「実

行機能」を高めるための授業の工夫とメモの活用を通して－」のテーマに沿って研究の実践に取り組んで

きました。生徒への効果的な支援について、全職員共通理解のもと研究を深めることとし、今年度は、研

修主任の野原を中心に全職員で授業研究を行い、生徒の「実行機能」のためのアンケートを実施、本研究

の成果を見える形にし、本研究紀要にまとめる運びとなりました。研修主任の野原を含め、全職員の日々

の生徒への「指導・支援の方法の工夫」及び授業改善の取り組み、校内研修に対する姿勢と努力に敬意と

感謝の意を表します。今後の、生徒の「指導・支援の方法の工夫」と本研究の成果としての「授業の工夫

改善」についての意識的な取り組みや「メモに関しての活用」について、今後も継続した取り組みを期待

します。 

最後に、紙面を借り本研究に関してノートルダム清心女子大学の湯澤美紀准教授、県教育庁県立学校教

育課特別支援教育室、中村元指導主事、県立総合教育センター、特別支援教育班の比嘉展寿指導主事には、

多大なるご指導を賜りましたことに、心から感謝申し上げます。 

本研究発表会にご参加いただいた皆さんには、本研究を深めるために､貴重なご意見を賜りたいと思い

ます。そして、本研究の 1年間の取り組みである研究紀要を今後の指導の一助にしていただけると幸いに

思います。 

 

県立沖縄高等特別支援学校 

教頭  下地 靖子 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 12月 

発行 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 

            

  〒904-2213 

          沖縄県うるま市字田場 1243番地 

          TEL 098-973-1661 

          FAX 098-974-1680 

 

赤道印刷有限会社 


