
先生方の「いいところ」見つけ

（ア）授業場面・学習環境
○板書の工夫
・文字の大きさ
・日時・ページ
・ノートに写しやすい工夫

○わかりやすい指示
・聞き取りやすい声

○興味関心を持たせる工夫
・具体物の提示
・ＩＣＴ機器の活用 など

２．本事業の取り組み

（３）本事業の具体的取組み

③だれにも優しい「わかる授業」



水筒置き場（構造化）
ルールの視覚化

２．本事業の取り組み



校内で取り組む
ルールの視覚化

２．本事業の取り組み



（イ）教職員への伝達と助言

・校内研究会に参加して
・学年会に参加して
・個々に面談して
・付箋に書いて

２．本事業の取り組み

（３）本事業の具体的取組み

③だれにも優しい「わかる授業」

先生方の「いいところ」見つけ



「特別支援教育の視点を生かした
どの子もわかる授業づくり」について

～指導主事にできること～

講師 日野市立第3小学校
校長 京極澄子先生

2．本事業の取り組み

（ウ）市教委、指導主事等の育成

（３）本事業の具体的取組み

③だれにも優しい「わかる授業」
教科領域等の指導主
事の研修会の開催
（9月実施）

※ 市教委訪問・合同訪問での指導に生かす

→授業のユニバーサルデザインの視点



3. 対象児童の合理的配慮



３．対象児童への合理的配慮

対象児童について

（１）Ａ児（小５・自閉傾向）
（２）Ｂ児（小１・弱視）



（１）Ａ児 小学校5年
情緒面

・「学校に行きたくない」と登校を渋る
・授業中教室から出ていく

・自閉傾向、不安感が強い

学習面

・見通しが持てない

・準備や、板書に時間がかかる
・運動は得意

その他

・保護者も対応方法で迷っている

対象児童について

３．対象児童への合理的配慮（１）



【基礎１】 ネットワークの形成・連続性のある多様な学びの場の活用

・通級指導教室における個別の指導、グループでの指導
・在籍学級担任に通級での支援方法を伝え、学級で取り組む

ことができる工夫

【基礎２】 専門性のある指導体制の確保

・まなびサポートチームによる支援
・校長のリーダーシップのもと、特別支援教育コーディネーター

が機能した校内体制を整える取り組み

【基礎３】 個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成等による指導

・まなびサポートチームとの個別の指導計画作成

①Ａ児の基礎的環境整備 その１

３．対象児童への合理的配慮（１）



①Ａ児の基礎的環境整備 その２

【基礎4】教材の確保

【基礎５】施設・設備の整備

・ＬＤ等の通級指導教室の設置

【基礎６】専門性のある教員、支援員等の人的配置

・学年・学級に補助教員の配置
・スクールライフカウンセラーの配置

【基礎７】個に応じた指導や学びの場の設定等による 特別な指導

・通級指導教室での、個別学習とグループ学習

３．対象児童への合理的配慮（１）



① 参観

② まなびサポートチーム員からの聞き取り

③ 担任からの聞き取り

④ 保護者との面談

⑤ スクールライフカウンセラーからの聞き取り

⑥ 担任が意識せずに行っている支援が合理的な配慮で
あると伝え、意識化を図る

⑦ 9月から通い始めた通級指導教室担当者との情報交換と、通級
での指導を在籍学級でどう生かすかの検討

②Ａ児に対する合理的配慮協力員の取り組み

３．対象児童への合理的配慮（１）



→A児を指導する場合は、だれもが担任と同じ指導を行
うようにする (事前の打ち合わせ）

→得意な体育の時間は皆の手本にし、自信を持たせる

→担任や補助教員が他児の登校前の時間や休み時間に
Ａ児と話す時間を設ける

③Ａ児への合理的配慮の例 その１

３．対象児童への合理的配慮（１）

情緒面での課題
・自閉傾向があり、不安感が強い



→黒板に説明を書き加えながら行う（視覚的支援）

→ゆっくりと、短い言葉で指示する

→学習時間を3部分に分ける

→学習の流れが決まっている

③Ａ児への合理的配慮の例 その２

３．対象児童への合理的配慮（１）

学習面での課題
・口頭での指示では理解が難しい
・準備や、板書に時間がかかる



③Ａ児への合理的配慮の例 その３

３．対象児童への合理的配慮（１）

学習面での課題
・口頭での指示では理解が難しい
・準備をしたり、板書に時間がかかる

→個別の声掛け、課題の量を調整する

→担任が他児の登校前に本児が宿題をする時間を設ける
（質問する、援助を求めることができるようにする）

学習面での課題
・口頭での指示では理解が難しい
・準備をしたり、板書に時間がかかる



・助け合い、学び合う学級づくりを行う

→「まちがうこと」で学びが豊かになるという理解をク
ラス全体に広げる

→学習中のルールがあり、どの子も安心して学習するこ
とができる

（課題が終わった時にすること、言ってよいこと、い
けないことなど）

→Ａ児を含め、休んだ子への連絡帳には同じ班の友だち
が「待ってるよ」等と一言添えるよう指導する

③Ａ児への合理的配慮の例 その４

３．対象児童への合理的配慮（１）

Ａ児への合理的配慮のための授業・学級づくり



通級指導教室



・休みが続いたときの対応

→通級の時間を1時間目にする
（安心して登校できるようにする）

・自閉傾向、不安が強いことへの対応

→在籍学級担任から出された課題を通級で行う
→通級での様子を担任に伝える

③Ａ児への合理的配慮の例 その５

３．対象児童への合理的配慮（１）

通級指導教室担当者と担任の連携



情緒面
・昨年までは、「学校に行きたくない」と言ったり、授業中教室か

ら出ていっていた
・登校を渋ることがある

・自閉傾向もあり、不安感が強.い

３．対象児童への合理的配慮（１）

④Ａ児の最近の様子 その１

休まず登校している

自分から心配なこと
や自分の気持ちを担
任に話をするように
なっている



学習面
・見通しが持てないときは、不安が強くなり、学習がはかどらない
・準備や、板書に時間がかかる
・運動は得意

その他
・保護者がＡ児への対応方法で迷っている（自宅での宿題の取り組

み）

３．対象児童への合理的配慮（１）

④Ａ児の最近の様子 その２

安心した様子で授業を受け、自
信をもって皆の前で、自分の考
えを発表できるようになってきた

保護者も安心して家庭で見守る
ことができるようになっている



○ 学びの「つまずき」などを理解し、少人数での指導場
面等を 活用して、より本児の特性に合わせた指導が
できるようにする

○ 通級指導教室では、学びの「つまづき」を個別学習
場面で 確認し、支援方法を検討し在籍学級と連携を
とるようにする

○ 書字のむずかしさを精査するために、 ベンダーゲ
シュタルトを実施する

⑤Ａ児への合理的配慮提供の課題

３．対象児童への合理的配慮（１）



Ｂ児 小学2年（通常の学級）
・障がいの状態 視覚障がい（弱視で、矯正視力は0.1）

情緒面
・何事にも意欲的で、最後まで頑張る

学習面
・単眼鏡で黒板の文字、拡大ルーペで手元の文字

・一度に取り入れる視覚情報が少ない
ため、授業の流れにそった理解が難しい

保護者
・就学前から県立千葉盲学校の教育相談を活用

対象児童について

３．対象児童への合理的配慮（２）



【基礎１】ネットワークの形成・連続性のある多様な学びの場の活用

・まなびサポートチームによる学校支援（訪問相談）の活用

・県立千葉盲学校のセンター的機能の活用

【基礎２】専門性のある指導体制の確保

・県立千葉盲学校による教育相談を実施

・校長のリーダーシップのもと校内の体制を整える取り組み

３．対象児童への合理的配慮（２）

①Ｂ児の基礎的環境整備 その１



【基礎３】個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成等による指導

・まなびサポートチームとの個別の指導計画作成

【基礎４】教材の確保

・ＩＣＴ機器の整備と機器を活用した学習教材の準備

県立千葉盲学校と連携し、黒板の文字を板
書する際に効果的な、ＩＣＴ機器の使い方を練
習している。

３．対象児童への合理的配慮（２）

①Ｂ児の基礎的環境整備 その２



① 授業中、休み時間の参観

② まなびサポートチーム員からの聞き取り

③ 担任からの聞き取り

④ 保護者との面談

⑤ 担任が無意識に行っている、合理的配慮の確認をし、
意識化を図る

⑥ 関係者会議で千葉盲学校のコーディネーターがこれま
で取り組んできた支援の確認と、これからの合理的配慮の検討

３．対象児童への合理的配慮（２）

②Ｂ児に対する合理的配慮協力員の取り組み



○遠くのものを見ることが難しい

→単眼鏡やルーペ、書見台を、机の中や座席の近くに常備する

→主体的に自分で準備をし、場面に応じて使えるよう支援する
例 ・担任や補助教員がどの場面で

使うかの声掛けをする
・道具の管理の支援をする

→板書を見やすくするための文字の大きさ
チョークの色に配慮する

→座席は、本児と確認して一番前の中央に
する

③Ｂ児への合理的配慮の例 その１

３．対象児童への合理的配慮（２）

課題
・遠くのものを見ることが難しい



○遠くのものを見ることが難しい

→体育の場面で、ボールの色やラインの色に配慮する

→視覚以外の感覚の学び（触覚、固有感覚）を取り入れる
例 ・全体像がとらえにくいので、近くに持ってきて、手にとっ

て確認させたりする

→安全の確保（補助教員の見守り、職員間の共通理解）
例 ・休み時間、移動教室

③Ｂ児への合理的配慮の例 その２

３．対象児童への合理的配慮（２）

課題
・遠くのものを見ることが難しい



→Ｂ児が新しい学習支援機器等を使用する時は、事前に学級の
子どもたちに使用する目的を伝える

→「まちがえても大丈夫」という安心感のある指導をする

→必要なものだけを掲示して「見ることに集中できる」教室環境
作りをする

→片づけについては、確実に物を収納できるスペースを確保する

→活動の順番を示し、ゴールを明確にする

→音楽の時間では歌詞を拡大するなどの配慮をする

３．対象児童への合理的配慮（２）

③Ｂ児への合理的配慮の例 その３

Ｂ児への合理的配慮のための授業・学級づくり



学習面
・単眼鏡を使用して黒板の文字等を見たり、拡大ルーペを使用して手

元の文字を読んだりしている。しかし、一度に取り入れる視覚情報
が少ないので、授業の流れにそって理解することに困っている

その他
・就学前から保護者が県立千葉盲学校の教育相談を活用し、現在も支

援方法を相談している。

３．対象児童への合理的配慮（２）

作業をする場面では、担任の支援
を受け、流れにそって学習してい
る

千葉盲学校での教育相談時にＩＣＴ機器
を使って学習する練習をし、活用できる
ようになってきて
いる。

④Ｂ児の最近の様子



基礎的環境整備として
授業のユニバーサルデザイン化をすすめて、より多くの子どもが
「わかる・できる」授業を展開すること

学級全体にソーシャルスキル指導を実施して共生を目指した学級を
作ること

合理的配慮として
積極的にＩＣＴを活用し、学びの多様性に合わせた支援を行うこと

まなびサポートが行っている各児童・生徒のアセスメントデータを
活用し、より適切な支援を構築すること

⑤Ａ児・Ｂ児への合理的配慮提供の今後の課題

３．対象児童への合理的配慮（２）



４ . まとめ



①対象児童への合理的配慮提供に関する評価
（個別の指導計画）

②データーベースの作成と報告

③成果についての報告書の作成・配布および周知

④市内での報告会（幼・保・小・中学校の特別支援教育コーディネー
ター対象の研修会での報告 2月１９日

・この取組は今後まなびサポートチームにより本市の就学相談、
学校支援において適切な合理的配慮の提供に生かす

・指導主事等への周知理解を深め、教科指導に生かす

（２）これからの取り組みについて

４．まとめ
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平成26年1月31日
浦安市教育委員会

ご清聴ありがとうございました。


