
 

校内研究 

平成 29年度の校内研究の取組について 

                                        研修部 

 

はじめに 

【校内研究とは】 

校内研究とは、校内における主題研究を指します。主題研究は、学校の教育実践上の課題を取り上げ

て研究主題を設定し、全教員が共同で取り組む研究活動です。 

また、学校の教育目標の実現に向けて、児童生徒の力を伸ばすための具体策を探る実践的な研究でも

あります。 

さらに、主題研究には、校内で取り組む共同研究です。そのため、個々の教員が一人で取り組む個人

研究とは異なり、全教員で幅広く情報を収集したり知恵を出し合ったりしながら多面的に追究し、客観

性の高い研究ができるというよさがあります。全教員が同じ目的に向かって、協働しながら研究に取り

組むため、教員同士の関係を深め、学校の組織力を向上させることにもつながります。 

       ※引用…『校内研修のすすめ方』 福岡県教育センター 編  2013年初版  出版社：ぎょうせい 

 

【研究テーマ設定の視点】  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

【本校の近年の研究テーマ】 

                 表１ 本校における校内研究の主題・副題の過程 

年度 主題と副題 

平成 23・24・25年度 
たくましく生き抜く力を育むキャリア教育の在り方 

～ICFの理念を基盤とした授業改善の取組を通して～ 

平成 26年度 たくましく生き抜く力を育むキャリア教育の実践 

平成 27年度 

自立と社会参加を目指した一貫性・系統性のある指導・支援の在り方 

～ICFの視点を反映させた（新）個別の教育支援計画を通して～ 

  ～タテ割り班による各教科及び領域ごとの年間指導計画を基にした協議を通して～ 

平成 28年度 
自立と社会参加を目指した一貫性・系統性のある指導・支援の在り方 

  ～個別の教育支援計画 ICF版と学習内容段階表の作成を通して～ 

 

【本校の平成 29年度重点目標に基づく取組】 ※校内研究に関する取組に関する取組について 

  ○児童生徒の発達段階に対応した適切な指導と必要な支援の充実 

  ・ICFの視点を生かした新しい「個別の教育支援計画 ICF版」を活用して、本人や保護者とともに

目標や指導内容の共通理解を深め、個別の指導計画へとつなげる。 

  ・試作した学習内容段階表を指導・評価に活用し、授業研究を実施する。 

図１ 研究テーマの視点 

＜参考文献＞ 

『平成 26年度 研究のまとめ』 

鹿児島県立大島養護学校 



図２ ＲＰＤＣＡサイクルに沿った授業づくりプロセス 

Ⅰ 本年度（平成 29年度）の取組 

主題 「自立と社会参加を目指した一貫性・系統性のある指導・支援の在り方」 

    ～『個別の教育支援計画 ICF版と学習内容段階表の活用』と『授業評価』を通して～ 

 

１ 主題設定の理由 

  平成 28 年度の校内研究では、自立と社会参加を目指した一貫性・系統性のある指導・支援の在

り方を探求するために、教科・領域グループ（小学部・中学部・高等部教員によるタテ割りグルー

プ…10グループ）に分かれて、学習内容段階表を作成するとともに、４月から完全移行した個別の

教育支援計画 ICF版と作成した学習内容段階表を授業づくりに生かす実践（授業研究）に取り組ん

だ。また、教育課程グループでは、個別の教育支援計画 ICF版の作成マニュアルや様式の見直しを

図り、個別の教育支援計画 ICF版の作成の見通しを明らかにした。寄宿舎においては、寄宿舎生の

個別の教育支援計画を校務用パソコンのネットワーク共有サーバー内で保存・管理し、学部と寄宿

舎の職員で情報の共有ができるように取り組んだ。 

以上の取り組みの中で明らかになった成果と課題より、「個別の教育支援計画 ICF 版の特徴を生

かし、授業づくりに反映させる」「学習内容段階表を用いた学習内容や目標設定の仕方を明確にす

る」について取り組むことで、授業づくりにおける個別の教育支援計画 ICF版と学習内容段階表の

活用プロセスが明確になり、更なる一貫性・系統性のある指導・支援を行うことができると考え、

本研究主題を設定した。 

また、近年の特別支援学校の研究内容において学習評価をテーマに取り組んでいる学校が多く、

『指導と評価の一体化』『観点別学習評価』などが重要視されてきている。この動向を踏まえ、本

校でも更なる一貫性・系統性のある指導・支援を目指し、授業改善に取り組む上で、授業評価を切

り離すことができないと考え、授業評価についても取り組むこととした。 

 

２ 今年度の校内研究で取り組むこと 

（1） 個別の教育支援計画 ICF版と学習内容段階表を活用した授業づくりプロセス 

本校では、ＲＰＤＣＡサイクルに沿って授業づくりを行ってきた。個別の教育支援計画 ICF版の

特徴である「校務用 PC の共有フォルダ内に保存していることで、学級担任だけではなく教科担当

教員も閲覧できる」を生かせば、教科担任が個別の教育支援計画 ICF版の内容である児童生徒の希

望や夢、それに向けた一年間の目標、そのために必要な支援などを基に、個別の指導計画を作成す

ることができ、授業づくりに反映させることができると考える（一貫性）。また、学習内容段階表

においては、小学部・中学部・高等部を６段階に分け、目指す段階を示した。この段階表は指標で

あり、段階と段階をつなぐ部分は、次の段階を目指して児童生徒の実態より各教師が設定していく

ことが必要である。しかし、指標（通

過点）を示すことで、児童生徒の今の

発達段階と目指す段階が明らかにな

り、適切な学習内容を系統的・発展的

に設定できる（系統性）。このように、

個別の教育支援計画ICF版と学習内容

段階表の良さを活かし、本校が取り組

んでいるキャリア教育の視点を踏ま

えながら、授業づくりを行っていくこ

とで、先を見通した一貫性・系統性の

ある授業づくりができると考え、本年

度は、一人一授業を行って、図１に示

すプロセスに沿った授業づくりを行

っていく。 



【観点別学習評価を取り入れる利点】 

（2017 名古屋恒彦） 

○目標に即して観点別評価をすることで、目標達成

からぶれない授業を行うことができる。 

○観点別評価は、目標に即しての成果を多角的に把

握していくことにより授業の成果、子どもの育ち

をより詳細に理解できる。したがって、観点別評

価や観点別の目標設定は、授業の目標と別物を設

定するのではないことを明確にしたい。 

○観点別評価にも耐える授業を知的障害教育は行っ

ていることへの自負とその検証。 

○生活単元学習等は、観点どころか目標自体からも

ぶれていることがあり、学習としての説明責任が

問われるところでもある。その点からも学習評価

の価値がある。 

○子ども理解の深化という点で、単なる「できた・

できない」「楽しかった・楽しくなかった」ではな

く、その質的な部分を深めることができる。 

 

     佐賀大学教育学部附属特別支援学校 

研究発表会 講演会資料より 

（2） 授業評価について 

授業評価には、学習評価と指導評価がある。

昨年度、本校では、指導評価の一つである手

立ての評価を取り入れた。今年度は、新たに

観点別学習評価を取り入れる。観点別学習評

価については、資料１に示す利点などがある。

このような利点を踏まえ、授業づくりの際に

観点別学習評価を取り入れることは、目標を

評価するために、計画した授業の中で、設定

した観点を見取る場面の設定や、一つの観点

に偏った授業にならないなど授業改善を行う

上で意義深いと考える。 

  観点別学習評価における観点は、現行の学

習指導要領等においては、「興味・関心・態度」

「思考・判断・表現」「知識・理解」「技能」

の４観点であるが、次期学習指導要領等にお

いては、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主

体的に取り組む態度」の３観点が検討されて

いる。本研究では、次期学習指導要領等に向

けて検討されている３観点を用いて観点別学

習評価を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 研究授業及びグループ編成について 

昨年度と同様に、教科・領域のグループ（小学部・中学部・高等部職員タテ割り）を設けて授業

研究に取り組む。過去２年間の校内研究においてタテ割りグループで実施した結果、教科・領域の

グループを設けることで、「授業づくりや教科指導の際の悩み・課題について話し合うことができ

た」「各学部における取り組みを知る機会にもなった」などの成果がみられた。一貫性・系統性の

ある指導を行っていく上でも、教師の専門性の向上においても必要な協議の場であると考える。ま

た、昨年度は、研究授業についてはグループ一授業であったが、今年度は一人一授業を行いデータ

や資料の蓄積をし、グループで各学部一授業を研究授業として取り組み、授業参観・協議を行う。 

 

 

 

 【知識・技能】 【思考・判断・表現】 【主体的に取り組む態度】 

趣旨の 

イメージ 

 

○○を理解している。／○○の

知識を身に付けている。 

○○することができる。／○○

の技能を身に付けている。 

各教科等の特質に応じ育まれ

る見方や考え方を用いて探究

することを通じて、考えたり判

断したり表現したりしている。 

主体的に知識・技能を身に付け

たり、思考・判断・表現をしよ

うとしたりしている。 

記入例 

○○○をしたり、●●●したり

して、△△△することができ

る。 

◇◇◇や◆◆◆を理解するこ

とができる（が分かる、に気付

く）。 

○○○や●●●を考えながら、

△△△や▲▲▲を工夫するこ

とができる。 

○○○について関心をもち、△

△△したり、▲▲▲したりする

ことができる。 

 

 

資料１ 観点別学習評価を取り入れる利点 

表２ 観点別学習評価の観点 



（4） 学習指導案について 

学習指導案の様式については、個別の教育支援計画 ICF版を基に記入する「ICF学習支援シート」

を活用する。また、昨年度用いた対象児童生徒の学習内容における段階を示す表に将来や日常生活

で期待できる姿を記入する枠を設けることで、本人及び家族の希望・夢を授業内容に反映させる。

さらに、個別の指導計画を生かすために、新たに本教科等（単元・題材）に関する個別の指導計画

（評価表）を記入する表を設けた様式を用いる。評価においては、観点別学習評価を記入する枠を

設けた（別紙資料を参照）。 

   日ごろ授業を計画する際は、年間指導計画や個別の指導計画等を基に、別紙資料に示す項目（４）

学習指導案の部分から作成するが、今回は、本研究における授業づくりを可視化するために、別紙

資料に示す項目（１）～（３）を作成する。 

 

 （5）個別の教育支援計画 ICF版と個別の指導計画について 

   一昨年度、昨年度と個別の教育支援計画 ICF版について様式の検討、作成マニュアル、作成の見

通しを示した資料などをグループ内で協議・作成してきた。また、職員研修での説明や各学部での

研修会を通して明らかになった課題や意見を整理し、その都度、改善を図ってきた。しかし、昨年

度、新しい個別の教育支援計画 ICF版に移行し、今年度で２年目を迎え、更なる課題も明らかにな

ると予測される。また、個別の教育支援計画 ICF版の取り扱い方針や合理的配慮について研修を行

う必要があると考える。 

   そこで、今年度も個別の教育支援計画 ICF版と個別の指導計画について協議を行うグループを編

成し、課題解決や発展的な活用に向けて研究に取り組むこととする。（グループの名称は、今後検

討） 

 

 

（6） 寄宿舎の取組について 

  寄宿舎の取組については、寄宿舎の研修担当と相談しながら、進めていく。ただし、研究内容は、

本主題に即した内容になるよう努める。 

  

３ 研究目標 

  授業づくりを行う際に、個別の教育支援計画 ICF版と学習内容段階表を活用するとともに、観点

別学習評価を取り入れた授業評価を行うことで、児童生徒の自立と社会参加を目指した一貫性・系

統性ある指導・支援になることを、実践を通して明らかにする。 

 

４ 研究構想図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３ 平成 29年度の校内研究構想図 



５ 研究計画 

 

月 内   容 月 内   容 

４ ○校内研究の打ち合わせ ９ ○校内研究（４） 

５ 10 ○校内研究（５） 

６ 
○研究推進委員会 

○校内研究（１） 

11 ○校内研究（６） 

12 ○校内研究（７） 

７ 
○校内研究（２） 

○職員研修会（各学部にて） 

１ ○校内研究（８） 

２ 
○校内研究（９） 

○校内研究（10）…研究報告会 ８ ○校内研究（３） 

 ３ ○研究推進委員会（２） 

 

＜参考文献＞ 

・佐賀大学教育学部附属特別支援学校  平成 28年度研究紀要（第 18集） 

・知的障害教育における学習評価の実践ガイド（2016）  ジアース教育新社 

・次期学習指導要領等に関するこれまでの審議のまとめ 補足資料（整理中） 平成 28年 8月 26日 

                            中央教育審議会 教育課程部会 資料２－４ 

 

個別の教育支援

計画 ICF版記入 

 

授業計画 

 

授業実施・授業参観 

 

まとめ 

表２ 今年度の研究計画 


