
 

障がい児教育部会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．研究内容 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．研究主題  

生き生きと学習し，主体的に活動できる子どもの育成 

～ 社会的自立を目指し、発達段階と心により沿う指導・支援のあり方 ～ 

４．研究仮説   

一人一人の発達の段階を考慮し実態とニーズを的確に把握した上で指導計画や支援計画を作成し、こ

れをもとにした的確な指導・支援をすることを基本とする。これに加えて子どもの興味・関心を生かし、

子どもの願いに沿う配慮を取り入れた学習環境を整え、子どもの心の育ちに見合った個と集団の活動を

設定することにより、子どもたちは生き生きと学習し、主体的に活動することができると考える。 
 

３．研究主題設定の理由 

一人一人の状態像を把握し、個別の「教育的

ニーズ」に応じた将来像を持ちながら、適切な

指導内容を検討することで、一人一人に見合っ

た教材、情報、環境、学びの場が明らかになる

と考える。子どもの発達段階やニーズを正しく

とらえ、子どもの心に寄り添った合理的配慮を

含む指導・支援積み上げることによって子ども

の力をさらに高めることができると考え、本主

題を設定した。 

２．研究の経過 

第２５期までの研究では、２４期までに

確立した、計画、実践、評価、改善するサ

イクルを効果的に生かしながら、「子ども

の発達段階を考慮し、実態と教育的ニーズ

の把握に基づいた指導・支援」の研究をし

てきた。 

第２６期の研究では、さらに、子どもの

力を高めるための個々の発達段階に応じ

た指導・支援のあり方を研究した。 

 

６．研究方法 

（１）部門別研究   ・障がい種別に４つの部門（知的、自閉症・情緒、言語、肢体）を設置し、 

それぞれの障がい種別に、専門的力量を高めるための研修活動を行う。 

（自閉症・情緒部門には「発達障がい児教育グループ」を含む） 

  ※ 部門別の研究テーマに沿った内容で授業研や研修会を行う。 

（２）共通研究    ・障がい児教育全般に関わる共通の課題について研究する。 

           ※今年度は、実技研修「WISCⅣの活用について」、理論研修会「場面緘黙とは 

一人の経験者から～」、言語理論研修会「ことばの教室の基礎・基本について」               

（３）教育課程研究委員研修会 ・児童生徒の実態に応じた教育課程について研究する。自閉症・情緒障

がい児教育部門が担当し、自閉症・情緒障がい児教育の教育課程の編

成を行う。 

研究内容 １ 

－障がい別研究－ 

各部門で専門性を高める

ための授業研究、実践交

流、講演会、学習会の開

催 

研究内容 ２ 

－共通研究－ 

各部門の共通研究として年３回の研修会実施 

テーマ  ①理論研修 

②心理検査の実技研 

     ③言語理論研修 

 

研究内容 ３ 

－その他の研究、研修－ 

①スタート交流研修会 

②新入会員歓迎研修会 

③教育課程研究委員研修会 



 

Ⅱ． 実践研究の経過と成果 
１．実践研究の経過 

   ４月 ４日（水）第１回役員研修会 

・障教部体制の確認、年間計画の検討、第一次研究協議会案検討 

   ４月１０日（火）専門部会一次研究協議会、共通研究推進委員研修会 

・２０１８年度研究計画、部会運営、研究体制、事業計画、スタート交流研修会 

・新入部会員研修会について検討 

４月２７日（金）スタート交流研修会 

         ・２０１８年度研究計画、部会運営、研究体制、活動計画、部門の研究体制と活動計画 

５月１７日（火）新入部会員歓迎研修会 新入会員３７名、役員等１４名参加（於：石狩教育研修センター） 

         ・障がい児教育部会研究体制及び各部門の活動内容について説明 

         ・小グループ（６グループ）に分かれて、新入会員の学級の様子や現在の課題等の交流、

課題に対する討議、各部門研究員からのアドバイスなど 

 

６月１４日（木）第２回役員研修会 

・新入会員研修会のまとめ、第二次研究協議会の検討等 

   ７月１７日（火）第１回拡大役員研修会 

            ・第二次研究協議会要項等の検討 

   ７月３０日（月）８月３日（木）第１回共通研究研修会 （ Ⅳ 実技理論研修」の項に記載） 

   ８月 ８日（水）言語理論研修会 

   ８月１０日（火）第２回共通研究研修会（「Ⅳ 実技理論研修」の項に記載） 

   ８月２３日（木）第３回役員研修会 

            ・第二次研究協議会開催要項、会場校準備、その他運営について検討 

   ９月１３日（木）第２回拡大役員研修会 

            ・第二次研究協議会開催要項、会場校準備、その他運営について提案、協議 

            ・第二次研究協議会レポート集帳合 

   ９月２１日（金）第４回役員研修会 

            ・第二次研究協議会業務確認、準備 

  １０月１１日（木）第二次研究協議会役員事前研修会 

            ・第二次研究協議会業務確認、準備 

 １０月１２日（金）専門部会第二次研究協議会、役員選考委員会  

（２．専門部会第二次研究協議会での交流に詳細） 

            ・公開授業と事後研究：花川北中学校、花川中学校、花川南小学校、花川小学校、 

南線小学校、紅南小学校、緑苑台小学校 

            ・全体会、部門別研修会、役員選考委員会：花川北中学校 

  １１月１９日（月）第５回役員研修会 

            ・第二次研究協議会のまとめ 

   １月 ９日（金）第６回役員研修会 

            ・次年度の研究について検討 

            ・２０１８年度活動の評価、２０１９年度活動計画の協議 

  １月３１日（木）第３回拡大役員研修会 ・２０１８年度活動の評価、２０１９年度活動計画の協議 

 

石狩管内で初めて特別支援学級を担当する会員を対象に、障がい児教育部会の活動の様子などを説
明し、活動や研究の内容について理解してもらう事をねらいとして実施した。 
グループ討議は１グループ５～６名の新入会員に、１～２名の役員がアドバイザーとなり、新入会

員の各校での様子や課題を聞き、交流した。 

・他の先生方のお話、アドバイザーの先生のお話をうかがえて勉強になった。 

・どうしたらいいのか迷っていたことについてアドバイスを多くの方からもらえる良い機会にな

った。 

・悩みに対して実践をふまえたアドバイスがたくさん聞けて、とても勉強になった。 

・各部門の概要や取組、他の地域や校種の特別支援の様子が聞けて良かった。 



 

Ⅱ．研究の成果と課題（第二次研究協議会より） 

１．知的障がい児部門 

（１）授業研究の実践・成果と課題 

① 石狩市立花川小学校 自立活動「忍者修行！～忍者武術大会を目指して～」 
 （授業者：山口崇志教諭、高橋健教諭） 

 ○ひまわり学級の子どもたちは、興味・関心によって意欲に大きな差がでるため、子どもたちが共通して好きな
「忍者」を題材にして取り上げ、生き生きと学習し、主体的に活動できる内容とした。子どもたちは興味関心
をもって取り組み、よく頑張り楽しんで帰っていた。振り返り映像でタブレットを活用したり子どもたちにど
のゲームが好きかなどを聞いて取り入れて授業を行っていたりと実態に応じた配慮が素晴らしい授業だった。 

 
② 石狩市立花川南小学校 総合的な学習の時間「体験したことをまとめよう、伝えよう」 

（授業者：山谷健一郎教諭、乙川翠教諭、中川享子教諭、菅原裕子教諭、小林晴美教諭） 
〇校外学習という児童にとって興味関心の高い題材をテーマに何を学ぶのか、各々の児童が目的意識をもって挑

めるように支援を行うようにした。事後研では児童の実態に応じて細かい支援の仕方など改善点や良いところ
を確認することができた。 

 
③ 石狩市立花川北中学校 特別活動「前期の反省と後期の生活について」    

 （授業者：井上晃一教諭、毛利ひとみ教諭、工藤恭子教諭、泉多恵子教諭） 
〇後期の個人目標をパソコンに入力し、プリントアウトして発表するという内容。生徒は作業の情報でパソコン

入力に取り組んでいたので操作には慣れていた。何人かの発表で終わると思っていたが生徒の意欲もあって全
員が発表できた。得意な生徒が他の生徒をサポートする場面もできていて普段取り組んでいたことがうまく活
用できた授業だった。 

 

(２)部門別研修会 レポート交流 

    〇レポート交流は時間を多く取ることができ、レポート以外の各学校の実態などを交流できて有意義な時間
となった。反面時間が長いという意見もあった。小学校では、保護者と学校の連携や身辺自立、お金の計
算などの交流が多くあった。中学校では、校外学習や通常学級との連携、卒業後の進路の話などの交流が
あった。 

 

(３)課題別研修   

① 北海道札幌高等養護学校 谷地 博樹 教諭 
「特別支援学級から高等養護学校への進学に向けて」 

〇普通高校と特別支援学校高等部の内容や進路指導、現場実習、入学者の選考方法など多岐に渡ってお話を
いただいた。小学校中学校段階で身に付けておきたいことや新しく知ったことがたくさんあり参考になっ
たと大変充実した内容となった。 
 

② 江別市立大麻泉小学校 三好 学 教諭 
「ダンス」  

〇毎年特別支援学級の子どもたちにもできるような内容や曲を選んで指導していただいている。今年度もと
ても好評で来年もぜひやってみたいという声が多くあがっていた。部門に関係なく参加できたことやもう
少し時間がほしかったという意見もあり、とても有意義な時間となった。 

 

(４)今年度の成果と課題 

① 今回の第二次研究協議会では、たくさんの先生方に授業を公開していただいた。授業公開、事後研を通し
て、今年度の研究主題とした「主体的・対話的で深い学びのための授業を目指して」に様々な教科からアプ
ローチができた。 

② 課題別研修では、即実践に活かせる内容で、それぞれの実践を多くの部員で共有し、充実することができ
た。講師を見つけることが今後の課題。 

  ③ レポート交流については、内容と時間の設定を考察する必要がある。 
 

２．自閉症・情緒障がい児教育部門 

（１）授業研究の実践 

○小学校  

・北ブロック…石狩市立紅南小学校  

   教科・題材 自立活動 「レッツ エクササイズ」 

  授業の目標  

    ＜コミュニケーション＞ 

     ・話し合いに参加し、友達のよいところを伝えることができる。（低） 



 

     ・友達と相談しながら練習し、低学年にも優しく接することができる。（高） 

    ＜運動・動作＞ 

     ・楽しく体を動かし、心肺機能を高める。（低） 

     ・体の動きを意識して運動することで心肺機能を高め、体幹を鍛える。（高） 

    事後研から 

    

 

 

 

 

 

 

・南ブロック…石狩市立南線小学校  

    教科・題材 算数科 「たしかめもんだいをしよう」～さんすう山にのぼれ～ 

    授業の目標 たしざん、ひきざん、１０より大きいかず、かたちあそびの復習に取り組み、定着を高め

る。 

  事後研から 

 

 

 

 

 

   

○中学校…石狩市立花川中学校  

教科・題材 英語科 「３語文を作ろう」 

授業の目標 ・提示されたイラストを見ながら、英単語を発音することができる。（話す） 

      ・buy,andを使って、「私は○○を買います。」と相手に伝えることができる。（話す） 

      ・友達の発表を聞いて、何を買うのかを聞き取ることができる。（聞く） 

事後研から 

 

 

 

 

【授業実践の成果と課題】 

各校の事後研において、成果と課題が活発に議論された。教科・領域の枠組みにとらわれず、会員各自が

幅広い視点で児童・生徒の詳しい実態把握をし、個や集団の課題に沿った授業を作ることができた。この成

果を活かし、次年度も引き続き研究につなげていきたい。 

 

（２）部会研修 

  ①レポート交流…１２のグループに分かれてレポート交流を活発に行った。 

②課題別研修…星槎大学大学院 准教授 岩澤 一美 氏「社会性を育てるＳＳＴの実際」 

    学校教育におけるＳＳＴの役割、子どもに身に付けさせたい６つのスキルなど、事例を交えながら講演

していただいた。 

 

 

 

 

・授業者より…体育ではなく自立活動として行った。情緒学級在籍児童が多いため、ソー

シャルスキルの向上を目指したく、今回取り組むことでＳＳＴを入れるきっかけになれ

ばいいと考えた。チェックリストをもとに実態把握し、目標設定をした。 

・今までは全体で集まることは難しい状況だったが、日々の指導の積み重ねによる児童の

成長の様子が見られた。上級生が下級生をリードしたり、面倒を見たりする場面があり、

主体的に動ける様子が見られた。 

 

・授業者より…児童の実態が高い子どもたちの集団。情緒的な障がいのある児童は当初席

に座ることも難しい児童たちであったが、少しずつ育ってきた。ウルトラマンに興味が

あり、今回の題材に好きなことを生かしながら取り組んだ。答える時、「どうしてそう

思ったか」の問いかけをしながら行った。 

・課題設定がわかりやすく、情緒的に課題のある児童に適した学習環境を設定している。 

 

・授業者より…日常英語に接する機会が増えているので今回英語を選んだ。 

・生徒はいつもの違う雰囲気の中でも落ち着いてよく頑張って取り組んでいた。 

・生徒の実態把握について、各市町村の実態が活発に交流された。 

 

 



 

３．言語障がい児教育部門 

(１)研究主題        ことばを支える「心の育ち」を大切にした支援のあり方を考える 
                            ～ 「ことば」と「心の育ち」の関係性を探る～ 

(２)研究目的    

「ことば」とは、さまざまな力を土台にして、他者とのコミュニケーションを繰り返す中で獲得され、身
に付いていくものである。「ことば」を獲得する過程には、様々な感情や気持ちが子どもの内面に存在して
いる。このような子どもの内面を総称して「心」と表現し、「心の育ち」を大切にした支援のあり方につい
て考察する。そのために、発達項目の情報だけでなく、周りの人との関係や育った環境がどのように影響し
てきたかを把握し、支援者の一人として担当者のかかわりはいかにあるべきかについて研究する。 

(３)  研究内容   

①ことばを獲得する子どもの内面にある複雑な感情や気持ちと、ことばの発達の関係を探る。 
  ②他者との関係や環境が子どもの内面へ与える影響について探る。 
  ③支援者の中の一人として担当者のかかわりはいかにあるべきかを探る。 

(４) 全体学習会  

期日・場所：平成３０年６月１８日(月)  ９：００～１２：００ 於：石狩教育研修センター 
 今年度、北海道言語障害児教育研究大会で発表する予定の千歳市こども通園センターの有賀渚氏と江別市
立大麻東小学校ことばとまなびの教室担当者のレポートの事前検討会を行った。多くの質問や意見が出され、
参加者にとって実りの多い学習会となった。    

(５) グループ研究 

   経験年数をもとにランダムに選ばれたＡからＤの４つのグループに分かれて研究を行った。グループごと
に事例をもとに話し合ったり、理論研修を行ったりして研究を進めてきた。研修内容は「ことば通信」や「レ
ポート集」などで部会員内に交流してきた。 

(６) 全体研修会（特別支援教育 理論研修会） 

期日・場所：平成３０年８月８日(水)  １３：３０～１６：００ 於：石狩教育研修センター 
  講師：「ことばの教室の基礎・基本について」 池田 寛 氏（さっぽろ子どもの聞こえ相談ネットワークをつくる会 幹事長代表） 
   ことばの教室の役割について詳しく話していただいた。「子どもを理解するための手立て」から「子ども

理解の仮説、問題の仮説、指導の仮説」を立て、指導をしながら仮説を見直すことや、指導では「子どもの
安心・動機・満足」を大切にすることが大事だということを教えていただいた。最も印象的だったのは「通
級担当者は『ことばの専門家』ではなく『子どもの専門家』になることが大切だ」という言葉である。実践
力を高めることができる研修となった。 

（７）第二次研究協議会 
〇言語部門事例研修：事例研修① 千歳市こども通園センター    有賀 渚 氏 

事例研修② 江別市立大麻東小学校    ことばとまなびの教室担当者 
事例研修① 
 ５歳男児（主訴：ことばがはっきりしない。発音に誤りがある。ことばが幼稚）の事例をもとに話し合い
を行った。発表者から現在までの概要を聞き、柱を３点（①今までの指導について②就学後の通級の必要性
について③就学後の教室での支援について）に絞り、討議を行った。発表者の今までの指導や関わりについ
ては、肯定的な意見が多かったが、就学後の通級の必要性については、園と学校とは環境や学習内容が大き
く変わることから、就学後に判断することが適切だという意見が出た。また、誰とでも仲良くすることが大
切ではなく、関わりの中で折り合いをつけたり、付き合い方を考えていったりすることが必要だという意見
も出されていた。 
事例研修② 
 ４年生男児（主訴：いすに座っているのが苦手。長く説明することが苦手。コミュニケーションが苦手）
の事例をもとに話し合いを行った。発表者から本児は身体に力が入ることで疲れやすく、充分なコミュニケ
ーションが取れなかったが、身体緊張緩和法を取り入れることで心も体もリラックスすることができ、コミ
ュニケーションがスムーズになったという報告があった。参加者からも身体緊張緩和法が体だけでなく、心
の緊張も取ることができるため、意欲的なコミュニケーションへとつながったのではないかという肯定的な
意見が出された。 

 〇課題別研修：石狩双葉小の小林圭教諭から「読み書きにつまずきのある子どもへの支援」についてお話を
いただいた。読み書きのつまずきの原因や症状の疑似体験、実態把握のための手立てや支援方法など、多
くの実践できる情報をいただいた。今後の指導に生かすことができる内容だった。 

  〇グループ研修：ＡからＤのグループに分かれ、事例等を持ち寄っての研修を行った。言語部門のねらいに
即した内容であり、指導者としての資質を高める研修となった。 

 

 



 

４，肢体不自由児教育部門 

（１）研究の内容 

   障がいを持っている子どもたちの行動（活動）範囲というものは限られてしまう。小･中学校や、高等支

援学校等きめ細かな支援が施されているところではある程度のことはできるが、社会に出て自立するとなる

とその選択は極めて限られたものになってくる。特に身体に障がいを持つ者は、移動や生活空間に制限があ

る場合が多く、そうしたバリアを克服する体力や精神力を養わなければならないと考える。石教研肢体不自

由児教育部門ではそうした児童・生徒が学校生活で色々なことを体験する中で、自立心が芽生え、できるこ

とを増やし、たくましく生き抜いていくことを目的とした日常の研究実践を進めてきた。 

肢体不自由児教育部門の研究 

・研究主題  「児童・生徒の発達段階と心の育ちに合わせた支援の工夫」 

・研究の内容 ア、発達段階を考慮した授業や行事の工夫 

イ、支援体制の整備と関係機関との連携 

ウ、教育課程や評価のあり方      

（２）今年度の研究の成果 

① 授業研 

  第二次研究協議会では石狩市立緑苑台小学校の石倉嘉久教諭が中心となり、４名の教諭と共に自立活動の

単元「身体のコントロール」の授業が行われた。３障がい種（自閉・情緒、知的、肢体不自由）の学級児童

５名には、マンツーマンで教師が付き、それぞれの個別のめあてを確認した後、手の動きに特化したトレー

ニングに取り組んだ。どの児童も新たな記録を更新することを目標に集中して取り組んでいた。「身体」の

全体メニューではラジオ体操を行い、どの子も教師の動きを一所懸命に模倣しようとし、グループ毎の体幹

トレーニングでは参観者の前でも臆することなく新記録を出すなどチャレンジする姿がみられてとても立

派であった。事後研では授業者から今年度の自立活動のねらいや理学療法士との協力体制について説明があ

った。参観者からは、子どもたちの向上心と成長の様子を間近にみることができて良かったなどの感想と、

言語環境が向上する可能性や、身体を使う指導は同性間で行うほうが良い、などの意見が交わされた。微細

運動と粗大運動との連続した活動に継続して取り組んでいる様子から、今後、子どもたちの生活の中でどの

ような力となって身に付いていくのか、参観者にとってとても参考となる授業であった。 

② 部門別研修会（実践レポート交流と子ども療育センター主査の話） 

    今回は日頃の実践をレポートに持ち寄り２グループに分かれて交流を行った。 

  前半はレポート及び日常の悩みについての交流、後半は千歳市子ども発達支援 

センター主査の吉田雅彦氏から「センターの機能とその役割」の内容で講義して 

いただいた。児童の疾患の実態把握が的確かどうかを検証しにくい我々教員に対 

し、センターの利用がいかに有益であるかを知り得たことが、有り難かった。 

③ 課題別研修会 

            コドモックル理学療法士の和泉裕斗氏から「肢体不自由児の支援の実際」の内容で講義し

ていただいた。会員が受け持つ児童の疾患に焦点を当ててのお話をいただき、実技講習では

肢体不自由児の仰臥位を会員が体感し、どこに手を添えると呼吸が楽になるかを検証した。

体圧を分散させてやる中で対称的な姿勢を保持できることや疾患の進行予防と日常活動への

参加実現も視野に入れた、即実践に生かしたい講義内容であった。時間の都合で全員が実技

を受けられなかったことが残念であった。 

 

（３）今後の課題 

  肢体自由児学級担当の経験年数が少ない教員にとって、年に一度実践について話し合う機会を持つことは

大変有意義である。しかし疾患が多岐に渡ることや悩みもそれぞれ異なるためすべての会員に満足のいく研

究協議の提供や時間の確保には全体の工夫や準備が必要であると痛感した。個々のニーズを受け止めること

を課題に次年度に臨みたい。 

                            

    



 

Ⅲ．教育課程の研究 

１．研究の経過 

  ４月２７日（金） 第１回教育課程研究委員研修会 編成内容と冊子の構成の検討 

  ８月２３日（木） 第２回教育課程研究委員研修会 編成内容と冊子の構成の決定 

 １０月１２日（金） 第３回教育課程研究委員研修会 情報収集の方法について検討 

  １月２４日（木） 第４回教育課程研究委員研修会 収集した情報の中間交流 

２．研究の成果・課題 

   理論編では、次の事項についてまとめることになり、情報収集を行っている。 

    展開編では、第二次研究協議会のレポートなどから実践例を紹介する予定である。 

    レポートの内容や書式などについて今後も部門代表の先生と連携を取りながら、次年度の発行に向けて研

究を進めていきたい。 

 

Ⅳ．実技・理論研 

１．実技・理論研修会の内容 

・共通実技研修会 「ＷＩＳＣーⅣの活用について」 

７月３０日（月）１３：００～１６：００  

            石狩教育センター Ａ･Ｂ 

                    北海道立特別支援教育センター 

                      自閉症・情緒障害教育室長 田野 大介 氏 

                                 （参加人数 ７３名） 

・言語理論研修会 「ことばの教室の基礎･基本について」 

              ８月８日（水）１３：３０～１６：００ 

              石狩研修センター Ａ･Ｂ室 

             さっぽろ子どもの聞こえ相談ネットワークを作る会  

                              幹事会代表 池田 寛 氏 

                                 （参加人数 ３８名） 

            （成果と課題は、３．言語障がい児教育部門（６）全体研修会の項に記載）     

 

・共通理論研修会 「場面緘黙とは〜一人の経験者から〜」 

              ８月１０日（金）１３：００～１６：００ 

              石狩研修センター Ａ･Ｂ室 

              全国障害者問題研究会会員           大橋 伸和 氏 

                                   （参加人数 ６６名） 

２ 研修会の成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇自閉・情緒障害とは 〇教育課程編成の考え方  〇自立活動の考え方   

〇各教科の考え方   〇交流学習と共同学習の考え方 

 

＜成果と課題＞ 

実技研修会においては、WISC の特徴、検査内容、検査結果の処理方法、指標得点の特徴とそれぞれの

支援のポイントを知ることができた。さらに、検査結果の解釈方法と活用について学習することができた。

また、参加者から次年度も WISC の研修を希望する声が多数あった。 

 理論研修会においては、場面緘黙とはどういったものなのか、克服するまでの経緯、克服後の困難さ（二

次障害）について自身の経験談から話を聞くことができ、場面緘黙の支援のあり方について考えることが

できた。実技・理論研修会ともに様々な事例を学習することができたので、次年度も参加者のニーズに応

じた実践的な研修会を計画していきたい。 

 



 

 

Ⅴ．部会研究の成果と課題 

１．成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各章の文責 

Ⅰ 研究の概要：長谷川 渉（恵庭市立和光小学校） 

Ⅱ １．実践研究の経過と成果：長谷川 渉（恵庭市立和光小学校） 

 ２．専門部会第二次研究協議会での交流 

    （１）知的障がい児教育部門：吉田 崇（江別市立中央中学校）  

（２）自閉症・情緒障がい児教育部門：大西 倫余（恵庭市立恵み野旭小学校） 

    （３）言語障がい児教育部門：辰宮 至（石狩市立双葉小学校）  

（４）肢体不自由児教育部門：山形 和美（千歳市立北陽小学校） 

  Ⅲ 教育課程：大留 真理子（石狩市立石狩中学校） 

Ⅳ 実技理論研修：谷川 文崇（江別市立江別第一小学校） 

Ⅴ 部会研究の成果と課題：長谷川 渉（恵庭市立和光小学校）  

  （文責：長谷川 渉） 

 自主的・主体的に活動できる子どもの育成を目指して、今年度と来年度の２年間にわたり、「社会的自立

を目指し、発達段階と心により沿う指導・支援のあり方」について研究を進めている。 

部門別研究では、部会研究の主題を受けて各部門で設定した研究主題に即して、授業公開と事後研究や、

ワークショップ、学習会、実践レポート交流などを行い、子どもが生き生きと自主的に学ぶことのできる指

導・支援のあり方について研修することができた。また、各関係機関と連携をしながら子ども一人一人の発

達段階に応じた教育支援のあり方について研究を進めることができた。 

第二次研究協議会開催にあたって、午前は石狩地区の各小中学校で公開授業を行い、参加者が貴重な授業

実践を参観することができた。 

午後からの部門別研修においては、実践レポートをもとにした交流や事例研修、講師の方を招いた講義等

を通して研修内容を深めることができた。また、部門の枠を超えて参加することのできる課題別研修では、

外部講師を招いた講演やワークショップ、実践交流など８つのグループの中から選択し研修を行なったが、

興味のある部門の研修内容に参加できることや、明日への実践に役立つ内容であり充実した研修であったと

いう声も聞かれ、今年度も好評であった。 

共通研究研修では、緘黙を経験した当事者からの講演を通して、その心理やどんな支援が必要かなどのか

かわり方のヒントとなり、有意義な研修であった。また、WISC-Ⅳの研修では、事例を通した解釈の仕方や

演習、話し合いを通して研修内容を深めることができた。 

言語理論研修会では、ことばの教室の基礎・基本について研修を深めたが、難聴児や難聴学級でかかわっ

ていくにあたり、事例を踏まえた具体的な話で参考となり、また子ども理解という面でも改めて認識してい

く内容であったという感想が参加者からもあり、日々の実践につながる実りのある研修内容であった。 

各市町村で多くの特別支援学級が開設されている。それに伴い、特別支援を担当する教員の数も増え、組

織全体が４００人に迫る規模になってきている。このような大所帯で運営していくにあたって、レポート集

の作成方法や、第二次研究協議会の授業会場の設定、役員選出方法など、より効果的な研修や組織作りがで

きるように工夫、改善をしていく必要がある。 

会員個々の本部会に期待する内容も多岐にわたってきており、そのニーズに応えるために研究主題をもと

に各部門研究をはじめ、研究協議会や実技理論研修等の内容の充実を図っていく。また児童生徒の発達と困

難さを理解するための研修や、各地区と研究協議会での授業実践や実践レポートによる交流・課題別の研修

を通し、支援や指導のあり方について検証して日々の実践に生かせるように取り組んでいく。 

今後も理論実技研修や、研究実践を重ねていく中で、児童生徒が社会的な自立を目指していくために発達

段階の把握はもとより、心により沿った指導・支援のあり方を模索して研究を進めていく必要がある。 


