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Ⅰ 主題設定の趣旨 

１ 前年度教育研究の可能性から 

  本校では、平成２７年度から平成２９年度までの３年間、研究主題を「一人一人が自ら学ぼうと

する姿を目指して」と設定し、児童生徒の内面を探り、授業づくりや指導・支援方法の効果的な在

り方についての実践研究を行ってきた。研究を進めていくに当たり、児童生徒の自ら学ぼうとする

姿を「より高い動機を持って活動に取り組もうとする姿」と定め、一人一人の学習の「動機」に着

目しながら研究実践を進めてきた。研究を深めていく中で、児童生徒の多様な学習の動機を「動機

チェックシート」を活用しながら把握し、動機を高めるために「わかる・できる・ふりかえる」視

点に沿って授業づくりを行い、児童生徒自身が学びを実感できる手立ての有効性について検証する

ことができた。一方、こうした研究実践を進める中で、児童生徒の高まった学習の動機はその後、

実生活にどのように生かされ、力となっていくのか検証していく必要性を実感した。近年の移り変

わる社会情勢やＩＣＴの進化、ＳＮＳの普及など児童生徒を取り巻く環境は日に日に変化している。

そこで、児童生徒が主体的に生活していくためには、学校で学んだことを児童生徒それぞれの社会

の中でどのように活用していけるのかを研究として取り組むことは、児童生徒の可能性を広げ、学

校教育として意義のあるものと考える。 

 

２ 本校の教育目標から   

  本校の教育目標は、１９７７年に福島大学教育学部附属養護学校として開校した際に、初代の尾

野成治校長と長谷場久副校長が設定したものである。学部目標は、教育目標を受けて各学部の児童

生徒に分かりやすい内容で示してある。この教育目標は、教育活動を通して目指す児童生徒の姿で

もあり、小学部➝中学部➝高等部と成長していく姿を現し、時代を貫く不易のものとして本校では

大切にしている。1)   

 教育目標  

 ○ 自分を高めようと努力する人 

○ 他人をだいじにしようと努力する人 

○ 社会につくそうと努力する人 

 

    

小学部の目標 中学部の目標 高等部の目標 

○ 身のまわりのことは自分でし

よう 

○ みんなと仲良くしよう 

○ 自分で選んだ活動に精いっぱ

い取り組もう 

○ 自分で考え取り組もう 

○ 思いやりを持って生活しよう 

○ 自分の役割を進んで果たそう 

○ 自分で考え自信を持って生活

しよう 

○ 互いに助け合って生活しよう 

○ 社会の一員として責任を持っ

て生活しよう 

≪ 研究主題 ≫ 

今、そして社会へ。 

児童生徒一人一人の「生きて働く学び」を目指して （３年次） 

図１ 福島大学附属特別支援学校教育目標及び各学部の目標 



３ 学習指導要領の改訂から   

  平成２９年４月に学習指導要領が文部科学省告示として公示され（以下、新学習指導要領）、本

校においても新学習指導要領への移行を進めているところである。昨年度より本校の校務組織の一

つに教育課程研究部を組織し、平成２８年度から「キャリア教育を基軸として、小・中・高等部の

連接を図った教育課程への改善」というテーマを設け、社会に開かれた教育課程の実現に向けて研

究を進めている。 

  今回の学習指導要領の改訂に伴い、「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習

指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」では、「育成を目指す資質・能力」について、

以下のように示された。「①何を理解しているか、何ができるか（生きて働く『知識・技能』の習得）

（中略）②理解していること・できることをどう使うか（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）（中略）③どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びを

人生や社会に生かそうとする『学びに向かう力・人間性等』の涵養）」これらは、新学習指導要領に

おいて、育成を目指す資質・能力の三つの柱とされている。そして、新学習指導要領では、児童生徒

が学ぶ過程の中で、新しい知識が、既に持っている知識や経験と結びつけられることにより、各教科

等における学習内容の本質的な理解に関わる主要な概念として習得され、そうした概念がさらに、社

会生活において活用されるものとなることが重要である。2)と述べられている。 

 

４ 研究を通して育てたい児童生徒の力 

  本主題を設定するに当たり、校内で「研究を通して育てたい児童生徒の力」についての協議を行

った。協議では、児童生徒が学校で学んだことを自分の力にし、様々な場面に生かすことができる

力や本校の特色を生かし、人とかかわることのできる力、自分の良さや弱さを知り、自分自身と向

き合い、自己を高めることのできる力など様々な意見や考えが議論された。それを基に、主題研究

部では、研究を通して育てたい児童生徒の力を図２のようにまとめた。 

  本校の研究を通して育てたい力は、「人間関係を作る力」「学びを生かす力」「自分と向き合う

力」の三つである。「人間関係を作る力」とは、他者とより良い人間関係を築き、維持していくこ

とができる力のことである。「学びを生かす力」とは、実生活などの様々な場面で自分の力を主体

的に生かしながら活動することができる力のことである。「自分と向き合う力」とは、長所や短所、

得意・不得意なことなど自分自身のことが分かる力のことである。この三つの力は互いに関連して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人間関係を作る力】 

他者とより良い人間関係を築き、維持し

ていくことができる。 

【人間関係を作る力】 

他者とより良い人間関係を築き、維持して

いくことができる。 

 

【学びを生かす力】 

実生活などの様々な場面で自分の力を主体

的に生かしながら活動することができる。 

 

 

【自分と向き合う力】 

長所や短所、得意・不得意なことなど自分

自身のことが分かる。 

 

図２ 研究を通して育てたい力 



いると考えられ、例えば、「調理」を行う際は、友達と役割分担をして協力するためには人間関係

の力が必要である。また、調理の献立を考える際は、自分の好みを知っている必要があるため、自

分と向き合う力が必要である。さらに、これまで学習してきた調理の経験を生かしながら活動する

ことで、より良い「調理」を行うことが可能となる。このように、この三つの力が相互に関連し合

うことが、児童生徒のより良い活動を支えていると考えている。 

  また、本校が開校した時から大切にしてきた教育目標を今の時代を生きる児童生徒に身に付けさ

せたい力として再整理したのが前述した「研究を通して育てたい力」である。図３のように「教育

目標」と「研究を通して育てたい力」は互いに関連しており、研究を通して育てたい力にアプロー

チしていくことは、本校の教育目標の充実にもつながると考える。 

 

  以上、本研究では、前年度教育研究の可能性、本校の教育目標、新学習指導要領、研究を通して

育てたい児童生徒の姿から、「学びを生かす力」に焦点を当てて研究を行っていくこととした。 

  本研究を通して、児童生徒の現在と将来の社会生活の充実を図っていくために、「学びを生かす

力」を培うことのできる「生きて働く学び」を目指して研究を行っていく。 

 

教育目標 自分を高めようと努力する人 他人をだいじにしようと努力する人 社会につくそうと努力する人 

小学部 身のまわりのことは自分でしよう。 みんなと仲良くしよう。 
自分で選んだ活動に精いっぱい取り

組もう。 

中学部 自分で考え、取り組もう。 思いやりを持って生活しよう。 自分の役割を進んで果たそう。 

高等部 
自分で考え自信を持って生活しよ

う。 互いに助け合って生活しよう。 
社会の一員として責任を持って生活

しよう。 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人間関係を作る力】 

他者とより良い人間関係を築き、維

持していくことができる。 

【人間関係を作る力】 

他者とより良い人間関係を築き、維持して

いくことができる。 

 
【学びを生かす力】 

実生活などの様々な場面で自分の力を主体

的に生かしながら活動することができる。 

 

 
【自分と向き合う力】 

長所や短所、得意なことなど自分自身のこ

とが分かる。 

 

図３ 教育目標と研究を通して育てたい力との関連 

  



Ⅱ 研究の概要 

１ 研究の目的 

  児童生徒の現在と将来の社会生活の充実を図るために、児童生徒一人一人の「生きて働く学び」

を目指す。 

  

２ 「生きて働く学び」とは 

「生きて働く学び」とは、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力、人間

性等」この三つの資質・能力を基に、各教科等の特質に応じた見方・考え方を働かせ、生活に生かす

ことのできる力を育むことのできる学びのことであると本校では捉える。 

 

３ 研究の内容 

 内容１ 「生きて働く学び」となる効果的な授業づくりの仕方や指導・支援方法を明らかにする。 

内容２ 小学部・中学部・高等部それぞれが連接した授業づくりの在り方を探る。 

 

４ 研究の方法 

（１）教育研究学校公開、教育実践研修会及び事前研究会を通して学部ごとに研究授業を行う。１年

次ごとに研究の仮説を設定し、仮説に沿って授業づくりを行うことにより、「生きて働く学び」

となる有効な視点を検証する。 

（２）小・中・高の連接を図れるように、各学部で関連する授業を見合う機会や視点を設定したり、

事前研究会・事後研究会の場で対象授業の教科・領域等の他学部との関連性や学習の積み上げ方

を明確にしたりする。 

 

５ 研究の計画 

１
年
次 

「生きて働く学び」を目指す授業づくり、指導・支援の探求 

① 「生きて働く学び」の共通理解。 

② 研究の仮説を協議する。 

③ 仮説に沿って学部ごとに授業づくりを行う。 

④ 研究授業を通して、学部ごとに検討した「生きて働く学び」となる授業づくりや指導・支

援方法の有効性を検証し、評価・改善する。 

⑤ 単元終了後も児童生徒の変容の姿を事例として追い、「生きて働く学び」を検証する

（成果・課題）。 

２
年
次 

「生きて働く学び」を目指す小・中・高の連接 

⑥ １年目の実践成果・課題を基に仮説を変更し、実践する。 

⑦ 小・中・高の連接を図っていく。各学部で関連する授業を見合う機会や視点を設定した

り、事前研究会・事後研究会の場で対象授業の教科・領域等の他学部との関連性や学習の

積み上げ方を明確にしたりする。 

⑧ １年間を通した成果・課題を明らかにする。 

３
年
次 

「生きて働く学び」を目指す研究の定着・実践・発信 

⑨ ２年目の実践成果・課題を基に仮説を変更し、実践する。 

⑩ 小・中・高の連接や学部間の調整をさらに図り、研究授業を関連する教科・領域等で行

い、実践していく。 

⑪ 研究してきたことを書籍化し、情報発信していけるようにする。 

⑫ これまでの研究の成果・課題を明らかにし、次期主題研究につなげる。 



６ 研究の日程 

月 令和元年度 研究日程 

４ 

○ 全体研究計画、学部研究計画、教育課程等の確認 

 ・ 主題研究についての共通理解（研究全体協議会、学部研究会など） 

 ・ 教育研究学校公開に向けて（学習指導案の作成、学部内検討） 

５ ○ 教育研究学校公開事前研究会の実施（５月中旬～下旬） 

６ 

○ 教育研究学校公開（６月１４日（金）） 

 ・ 教育研究の報告・紹介（平成３０年度～） 

 ・ 外部講師による指導助言 

７ 

８ 

○ 教育研究学校公開反省 

○ 中間発表に向けたまとめ 

○ 教育実践研修会に向けて（学習指導案の作成、学部内検討） 

９ 
○ 研究中間報告 

○ 教育実践研修会（高等部） 

１０ 
○ 教育実践研修会（小学部） 

○ 教育実践研修会（中学部） 

１２ 

１ 

○ 教育実践研修会の反省 

○ 研究紀要４２号の作成 

○ 全体研究のまとめ 

２ 

３ 

○ 研究のまとめ「最終報告」 

○ 平成３１年度の研究構想と計画 

 

Ⅲ １年次研究の経過 

１ １年次研究の概要 

 （１）研究の仮説 

次の視点を踏まえて研究を行うことで「生きて働く学び」を実践・検証することができるだろう。 

（１）「生きて働く学び」を目指した授業づくりと学習指導案の一体化 

〇 学部ごとに「研究のＳＴＥＰ」に沿って授業づくりを行う。 

〇 対象の授業を通して目指す児童生徒の姿を明確にする。 

〇 目指す姿にせまるように、単元の目標を①知識・技能、②思考・判断・表現、③主体的

に物事にかかわろうとする態度の３観点で構成する。 

〇 学部ごとに「生きて働く学び」につながる手立てを検討し、実践する。 

（２）「生きて働く学び」を目指した研究協議及び評価・改善 

  〇 「授業評価ワークシート」を用いて、授業を参観する視点や事後研究会での協議の視点

を明確にし、授業づくりや指導・支援方法、「生きて働く学び」につながる手立てを評価・

改善する。 

〇 研究対象授業の単元終了後も児童生徒の学びを生かす姿を事例として追い、蓄積・評価

する。 

 

 

 



 （２）研究の経過  

研究の仮説に沿って、以下のように研究を進めた。 

４月 

研究のＳＴＥＰの作成と職員間の共有及び実施 

対象授業における単元の目標の３観点化 

授業評価ワークシートを用いた授業参観・研究協議の視点の共有化 

単元終了後の事例研究 

６月 教育研究学校公開の実施 

７月 児童生徒の学びをさらに生きて働かせるために加える三つの手立て 

９月～１１月 教育実践研修会の実施（小学部、中学部、高等部それぞれ別日に実施） 

 

研究のＳＴＥＰの作成と職員間の共有及び実施 

    本校では、研究主題に対して小学部、中学部、高等部のそれぞれの学部で研究を進めている。各学

部で研究の主旨を共有して進めるために研究のＳＴＥＰを作成・活用していくようにした。 

    研究のＳＴＥＰでは、最初に行う作業として、「学習を通して目指す児童生徒の姿」を明確にする

ことである。対象の授業を通して、児童生徒にどのような力を身に付けさせたいのか、その力が児童

生徒にとって、どのような力となるのかを明確にする。例えば、本時での学びを次の授業に生かされ

る。本時や単元を通した学びが現場実習や日常生活などの社会で生かされる。などが挙げられる。児

童生徒の今を大切にし、本時の授業一つ一つをしっかりと構想し、学びを実感できることが、その後

の社会に生きて働く学びとなると考えた。 

    また、研究のＳＴＥＰは、ＰＤＣＡサイクルで構成する。新学習指導要領では、「各教科等の指導

に当たっては、個別の指導計画に基づいて行われた学習状況や結果を適切に評価し、指導目標や指導

内容、指導方法の改善に努め、より効果的な指導ができるようにすること。」と示されている。この

ように、個別の指導計画に基づいて行われた学習の状況や成果について適切に評価することが義務づ

けられていることから、ＰＤＣＡサイクルに基づいた授業づくりが一層求められていることが分かる。 

    本研究では、ＰＤＣＡサイクルに「Ｃ’」を加え、「計画（Plan）－ 実践（Do）－ 評価（Check）

－ 改善（Action）＋ 評価（C’heck）」のＰＤＣＡ＋Ｃ’サイクルに基づいて授業づくりを行っている。

改善（Action）の次に追加した「＋評価（C’heck）」とは、単元が終了した後も対象の授業の児童生

徒を事例として追い、評価していくために設けた。研究のＳＴＥＰに沿った授業づくりの最初に行う

ことは上記の学習を通して目指す姿を明確にすることである。単元終了後、児童生徒に生きて働く姿

が見られたということは、児童生徒にとって単元全体を通した学びが生きて働く学びであったという

成果になる。この成果をさらに次の単元に生かせるようにこのようなサイクルの構成にし、研究のＳ

ＴＥＰに取り入れてある。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象授業における単元の目標の３観点化 

    本研究では、生きて働く学びを目指し、授業づくりを行っている。生きて働く学びとは、「知識・

技能」、「思考・判断・表現」、「主体的に物事にかかわる態度」この三つの資質・能力が児童生徒の

実生活と関連し合い、日常生活などの様々な場面で学んだことを最大限に発揮・活用することのでき

図４ ＰＤＣＡサイクルに基づいた研究のＳＴＥＰ 



る学びであると本校では捉えている。そのため、単元を通した目標を「知識・技能」、「思考・判断・

表現」、「主体的に物事にかかわる態度」の３観点で構成している。本研究による授業を通して、児童

生徒が身に付けるのは知識・技能のみではなく、授業の中での学びを思考・判断・表現するための方

法、主体的に物事にかかわる態度の三つを総合的に学習していく。この三つの観点である力が互いに

関連し合うことで、児童生徒が学習したことを実生活に生かすことのできる生きて働く学びとなると

考えている。この３観点は、学校教育法に基づく学力の３要素及び、学習指導要領での育成を目指す

資質・能力を参考にしてある。新学習指導要領では次のように示されている。 

 

児童生徒に知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を育むことを目指すに当たっては、各教

科等の指導を通してどのような資質・能力の育成を目指すのかを明確にしながら教育活動の充実を

図ること、その際には児童生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を踏まえ、「知識及び

技能」の習得と「思考力、判断力、表現力等」の育成、「学びに向かう力、人間性等」の涵養とい

う、資質・能力の三つの柱の育成がバランスよく実現できるよう留意することを示している。3) 

 

    学校教育法に基づく学力の３要素では、「主体的に学習に取り組む態度」と示されているが、本研

究では、児童生徒に学習だけではなく、学んだことを実生活にも生かすことをねらっているため、「物

事」と広義的な意味で表記している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 生きて働く学びについて 



授業評価ワークシートを用いた授業参観・研究協議の視点の共有化 

    本校では、下のような授業評価ワークシートを活用して研究協議を行っている。このワークシート

を使った研究協議は従来から本校で取り組んできた研究協議の方法である。適時、ワークシート内の

項目を見直し、変更してきた。本研究においても、この授業評価ワークシートを活用することで、研

究協議の視点やそのための授業参観の視点を焦点化することができる。研究協議の視点は、本研究で

目指す姿である、「児童生徒の学びが生きて働く姿にせまるための効果的な支援の在り方」について

としている。学部ごとの授業づくりの際に、構想した児童生徒の生きて働く姿に本時の授業ではどの

ようにせまっていけるのか、本時の授業の手立てで生きて働く姿につながっていくことができるのか

を研究協議の柱として設けている。「第３章 各学部の取り組み」では、小学部、中学部、高等部での

実践の成果や課題について記載してあるが、この成果や課題を明らかにしたり、本時の授業を改善し、

次の授業に生かしたりするために以下の授業評価ワークシートを活用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図６ 研究協議で使用する授業評価ワークシート 



単元終了後の事例研究 

    本研究では、単元が終了した後も対象の授業の児童生徒を事例として追い、評価していくことを研

究の一環に加えている。前述したように、ＰＤＣＡサイクルに「Ｃ’」を加え、「計画（Plan）－ 実践

（Do）－ 評価（Check）－ 改善（Action）＋ 評価（C’heck）」のＰＤＣＡ＋Ｃ’サイクルに基づいて

授業づくりを行っている。この「＋評価（C’heck）」を行っていくために授業者が児童生徒の姿を事

例として、追うことで、児童生徒の生きて働く学びを検証していく。評価の仕方については、図７の

項目のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒の学びをさらに生きて働かせるために加える三つの手立て 

    平成３０年６月８日（金）に教育研究学校公開を実施した。学校公開後、教育実践研修会に向けて、

児童生徒への学びをさらに生きて働かせるために三つの手立てを加えることにした。 

 

   ＜児童生徒の学びをより生きて働かせるために加える三つの手立て＞ 

○ 目指す姿につながる活動を本時の中で称賛し実感させたり、必要感を持たせたりする。 

 ○ 目指す姿につながる活動が授業外で見られた際は、称賛し、自信を持たせる。 

 ○ 学習活動の中に児童生徒が思考・判断・表現することのできる場面を取り入れる。 

 

    教育研究学校公開を終え、児童生徒の学びをさらに生きて働かせるために、小学部、中学部、高等

部で実践した手立ての中で効果的だと考えられるものを三つ加えた。 

    一つ目は、授業の中で目指す姿につながる活動を本時の授業の中で適切に称賛し、児童生徒本人が

学びを実感できるようにすること。また、児童生徒に応じては、学習することの必要感を感じること

のできる手立てを取り入れることである。授業以外の日常生活や社会生活の中で学びが生きて働くた

めには、授業の文脈の中で教師が適切に称賛したり、必要感を与えたりすることで、児童生徒自身に

学習したことへの自信や学習したことを活用しなければならないという気付きを持てるようにするこ

とが生きて働く姿につながると考えたためである。 

    二つ目は、授業外の手立てについてである。授業で学んだことを授業外で活用している姿が見られ

た際に、教師は適切に称賛し、児童生徒が自信を持てるように工夫することを加えた。研究の中では、

児童生徒の生きて働く姿を明確にしている。例えば、「次の授業時間に自ら道具の準備をする。」「現

場実習で学習したことを生かす。」「家に帰宅後、学校で学んだ掃除の仕方を実践する。」など対象の

授業や児童生徒によって、目指す社会や姿が異なってくる。この姿が見られた瞬間に教師は適切に称

図７ 単元終了後、学びが生きて働いているかどうかの評価項目 

（「図４ＰＤＣＡサイクルに基づいた研究のＳＴＥＰ」より） 



賛することで、児童生徒が授業の中で学んだことを確かなものにし、学びをより一層生きて働かせる

ことができると考えたためである。 

    三つ目は、学習活動の中に、思考・判断・表現することのできる場面を設けることを加えた。本研

究では、単元の目標を「知識・技能」、「思考・判断・表現」、「主体的に物事にかかわる態度」の３

観点で定めているが、より意識して、単元の計画や１単位時間の授業の中に児童生徒自身が思考・判

断・表現できる場面を設けていくようにする。授業での学びが知識・技能のみになってしまうと、状

況や場面が変わった際、授業での学びを生活に生かすことは難しいと考える。授業での学びをより生

きて働かせるためには、学んだ知識・技能をどのような場面でどのようにして活用していくのかまで

を授業の中で思考・判断・表現していくことが必要であると考えたためである。 

 

 （３）研究の成果 

   ① 児童生徒の生きて働く力の獲得 

    本研究では、小学部、中学部、高等部の各実践を通して、学校での学びを生きて働く学びにするた

めに授業研究を行ってきた。授業づくりを行う段階で、児童生徒の目指す姿を明確にし、学びを生き

て働かせるための手立てを講じ、実践してきた。「第３章 各学部の取り組み」に記載されてある、

研究の考察や成果を照らし併せると、どの学部でも、児童生徒の学びが生きて働き、その学びが生き

て働く力として獲得されていることが分かる。 

学部 実践 学びが生きて働く姿 

小学部 

実践Ⅰ 劇あそびを通して、児童同士でかかわり合うことができる姿。 

実践Ⅱ 
児童が体の動かし方や遊び方を自分なりに工夫する中で、体を動かすことの

楽しさや喜びに気付き、運動に親しむことのできる姿。 

中学部 

実践Ⅰ 音楽に親しみ、友達と一緒に休み時間などに音楽を楽しむ姿。 

実践Ⅱ 
日常生活や授業の中で、時計を意識して行動をしたり、時計を図ったりする

ことができる姿 

高等部 

実践Ⅰ 
現場実習で周りの人からの支援を受けたり、サポートブックなどの教材を使

ったりして、自分の考えや気持ちを伝えることができる姿。 

実践Ⅱ 
それぞれの生活場面で、相手に自分の気持ちや考えを伝えたり、相手からの

気持ちや考えを受け止めたりして、より良く人とかかわることのできる姿 

    本研究では、目指す姿を生きて働く姿として定義しているが、これは、新学習指導要領で示される、

各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせるということと同義であると考える。「見方・考え

方」とは、新学習指導要領によると、「『どのような視点で物事を捉え、どのような考え方で思考して

いくのか』というその教科等ならではの物事を捉える視点や考え方である。各教科等を学ぶ本質的な

意義の中核をなすものであり、教科等の学習と社会をつなぐものであることから、児童生徒が学習や

人生において『見方・考え方』を自在に働かせることができるようにすることにこそ、教師の専門性

が発揮されることが求められること。」と、深い学びを実践する上での大切なこととして記されてい

る。 

     つまり、本研究で取り組んできた「生きて働く学び」とは、「見方・考え方」を働かせることので

きる学びのことであり、本研究を通して学習指導要領の理解や発展を展望することのできる意義のあ



る研究であることが関連付けられた。 

 

② 生きて働く学びを具現するための効果的な手立て 

児童生徒の学びが生きて働く姿を想像し、目標・指導計画等を創造 

ア 授業づくりのスタートは児童生徒の学びが生きて働く姿の検討 

   本研究では、授業づくりの柱を「生きて働く学び」としている。これまでの研究や授業づくり

一つ一つの中に児童生徒の生きて働く姿を想像しながら授業づくりに取り組んできた。 

   授業づくりを始める際、まずは、児童生徒の学びが生きて働く姿を検討した。その際、児童生

徒が「どのような社会（生活）でどのように学びを生きて働かせるのか」想像しながら検討し、

授業づくりを行った。例えば、「現場実習で周りの人からの支援を受けたり、サポートブックな

どの教材を使ったりして、自分の考えや気持ちを伝えることができる姿」といった学校での生活

以外での生きて働く姿を目指した授業や「音楽に親しみ、友達と一緒に休み時間などに音楽を楽

しむ姿」といった学校の休み時間などでの生きて働く姿を目指した授業、「劇あそびを通して、

児童同士でかかわり合うことができる姿。」といったその授業中での生きて働く姿を目指した授

業実践が児童生徒の障がいの状態や発達の程度を考慮して検討、実践された。 

このように、授業で目指す姿を明確にすることは、授業のゴールをしっかりと見据えることで

あり、児童生徒の生きて働く姿を具現するための効果的な手立てだと考えられる。 

 

イ 児童生徒の学びが生きて働く姿を観点別に目標化 

授業で目指す児童生徒の姿を明確にした後は、その姿を観点に分けて、単元・題材の目標とした。

本研究では、「生きて働く学び」を「『知識・技能』『思考・判断・表現』『主体的に物事にかかわる

態度』この三つの資質・能力が児童生徒の実生活と関連し合い、日常生活などの様々な場面で学んだ

ことを最大限に発揮・活用することのできる学び。」と定義している。つまり、本研究では、授業づく

りのスタートで検討した目指す姿を「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に物事にかかわる態

度」の三つの観点で目標化した。障がいのある児童生徒が学校での学びを社会や生活の中で生かすた

めには、この三つの観点はとても大切であると考えられる。 

「知識・技能」については、児童生徒が社会や生活の中で学びを生きて働かせるための基礎的なもの

である。「思考・判断・表現」については、身に付けた知識・技能を社会や生活の中で考え、判断し、

生かしていくための力である。「主体的に物事にかかわる態度」については、社会などの外界に自ら

積極的にかかわっていこうとする気持ちや意欲などである。そして、これら三つの観点が相互に関連

し合うことで、児童生徒の生きて働く姿を具現すると考え、実践してきた。この三つの観点に沿って

児童生徒の生きて働く姿を具体的に目標化することで、授業で目指す姿をより具体的に考えることが

できた。 

 

    ウ 観点別に分けた目標を指導計画の中にバランスよく配置 

    児童生徒の学びが生きて働く姿を具体的に検討し、その姿を単元・題材の目標に観点別に分けた後、

指導計画の作成を行う。この指導計画を作成する際、単元・題材の目標の３観点に沿った学習の内容



を指導計画の全体の中にバランス良く配置した。このことにより、単元・題材の目標が学習内容とし

て指導計画に具体化され、単元・題材全体を通して、知識・技能、思考・判断・表現、主体的に物事に

かかわる態度の３観点をバランス良く学ぶことができた。 

 

児童生徒の思考活動を伴うことによる達成感の獲得 

各実践の手立てを考察していくと、児童生徒の生きて働く姿を具現するための手立てとして、思考

活動を伴った達成感があることが分かった。 

例えば、小学部の実践Ⅱ体育の授業では、児童が自分の課題に挑戦し、自分なりに工夫できる思考

活動の場面を手立てとして取り入れた。児童が楽しく遊べる場や遊び方を自分で選択したり、自分な

りの体の動かし方で障害物を乗り越えながら動きの幅を広げたりすることをねらった授業である。児

童が自分なりに考えて運動に取り組むことができたからこそ、自己評価が高く、他者からの称賛が響

きやすかったと考察できた。 

中学部の実践Ⅰ音楽では、生徒が演奏したい曲や楽器を自ら選択する場面を取り入れた。教師から

与えられた課題曲などではなく、自らが複数の楽器や曲の中から思考活動を経て音楽の合奏の学習に

取り組んだ授業である。生徒が自ら曲や楽器を選ぶことができるため、学習に対する意欲が高く、そ

の後の演奏の練習や友達との合奏にも積極的に取り組むことができたと考察できた。 

高等部の実践Ⅰ社会生活では、授業の中で深めた自己の特性や長所、短所などをサポートブックと

いう教材にまとめ、他者とやりとりを図るツールとした。自分たちでまとめたサポートブックを使い、

授業の中で他者とやりとりを図る場面を設けたことで、学習した知識を思考しながら活用することを

ねらった授業である。サポートブックという自分たちで作り上げた教材があるからこそ、他者とのや

りとりの場面で自信を持って考え、行動することができた。また、サポートブックという支援教材を

使うことで、生徒自らの行動のみで他者とやりとりをすることができ、学習に対する達成感や自信を

持ちやすかったと考えられる。サポートブックは障がいや発達の程度により思考・判断・表現するこ

との苦手な生徒でも安心して行動することができる手立てであった。 

これらの実践のように、児童生徒が思考・判断することのできる場面を手立てとして、取り入れた

からこそ、その後の学びの喜びや達成感がある。教師から与えられた教材や机上の学習のみでは得ら

れない学びの実感は思考活動という児童生徒自らが考えることのできる場面が必須であると各実践を

通して考察できた。 

 

授業での学びを社会や生活と結ぶ手立て 

     本研究では、授業づくりの段階で児童生徒の生きて働く姿となる行動が授業外で見られた際は、

称賛し、行動に自信を持てるように支援を講じながら実践を行った。 

小学部の実践Ⅱ体育では、授業以外の場面でも進んで運動に親しむことができるように単元後に

授業で使用した教材をホールに置き、授業で取り組んだ運動遊びに休み時間も取り組める環境を整

えたり、取り組んでいる児童がいた場合には、教師が一緒に運動をしたり、友達を誘い掛けたり、

動きが広がるような言葉掛けをしたりして、楽しさを共有することで、全員ではないが、運動に取

り組む姿が見られた。また、その際、授業の中では見せなかった自分なりの動きで障害物を乗り越



えるなどの児童の日常の生活に体育での学びが生きた姿が見られた。 

中学部の実践Ⅱ数学では、授業で学んだことを生かし、時計を見る習慣を身に付けることができ

るように、授業以外の場面でも、意図的に活動が始まる時刻や終わる時刻を問い掛けるようにした

ことで、自然と時計に視線を向けて時刻を確認する姿や今まで友達の様子を見てから行動を始めて

いた生徒が授業の開始時間を友達に教えるといった授業での学びや人間関係が発展する姿が見られ

た。 

高等部の実践Ⅱ社会生活では、学習したルールやマナーなどを定着できるように、学部の全教師

と共通理解を図り、他の授業内で学んだことを実践できるように意図的にかかわるようにした。こ

のような手立てを講じたことで、学びが蓄積され、教師のいない産業現場等における実習でも事業

所の職員や利用者に対して、自分から明るく元気な挨拶をする姿が見られた。 

このような、授業での学びを他の授業や休み時間、学校外の社会で生きて働かせるために、意図

的に授業外の場でも手立てを講じ、実践を行っていくことは、児童生徒の学びを生きて働かせるた

めの効果的な方法であることが分かった。 

新学習指導要領では、主体的・対話的で深い学びを実現するための重要な学習のプロセスとし

て、「習得・活用・探求」のプロセスが示されている。このプロセスの中の「習得」と「活用」のプ

ロセスは一つの授業の中で行われる。児童生徒が知識・技能を習得し、それを生かして思考・判断・

表現を豊かにしたり、思考・判断・表現を通して知識・技能が習得されたりしていく。さらに、総合

的な学習の時間を活用し、自ら課題を見つけ、課題解決に至る探求活動に取り組むというプロセス

である。 

本研究では、この「探求」の学習場面は、教科等を横断する総合的な学習の時間のみならず、他 

の教科、各教科等を合わせた指導、休み時間にまで至ることが今回の研究で分かった。一つの授業

の中で学びを完結するのではなく、その授業を超えて児童生徒の探求の機会とし、教師が手立てを

講じ、見取っていくことが、より一層の児童生徒の生きて働く姿につながったと考察できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎・基本的な知識・技能の習得 
例）漢字や仮名の大きさ、配列に注意して、手紙を書く。 

知識・技能を活用し、思考力・判断力・表現力を養う 
例）ロールプレイを通して、書いた手紙を読んだり、感じ

たことを伝えたりする。 

総合的な学習の時間のみならず、他の教科、各教科等

を合わせた指導、休み時間などにおいてこれまでの学

習を生かし、学びを生きて働かせる経験を積む 
例）生活単元学習や休み時間で書いた手紙を実際の相手

に読んで伝える。 

探究 

活用 

習得 

図８ 学びを生きて働かせるための習得・活用・探究の学習プロセス 



 （４）研究の可能性 

   ① 児童生徒の１２年間の姿を見通した生きて働く学び 

     本研究は、単元・題材のまとまりごとに授業を作り、児童生徒の学びを生きて働かせるための手

立てを講じ、実践してきた。授業を作る際、児童生徒の生活している「今」やその後の「社会」で生

きて働く学びを具体的に検討してきた。児童生徒の生きて働く学びを検討する際、焦点を当ててき

たのは、児童生徒の「今」を適切に見取り、どのような社会でどのように学びを生きて働かせるか

である。この研究の成果に関しては、前述したように児童生徒の学びを生きて働かせる姿を十分に

見ることができた。本研究のキーワードでもあるこの「生きて働く学び」をさらに充実させるため

には、学校全体として児童生徒の生きて働く学びを考えていく必要性があると感じる。単元・題材

のまとまりではなく、小学部・中学部・高等部それぞれの学部でどのような学びを行っていくのが

適切か検討、整理していくことで、小学部・中学部・高等部の１２年間を見通した生きて働く学び

の充実が期待できる。そのための方略が次年度、本校での研究の内容としている小学部・中学部・

高等部それぞれが連接した授業づくりの在り方を探ることである。 

 

   ② 単元・題材を通して児童生徒がより深く学ぶことのできる問いの工夫 

     今年度の研究では、様々な実践や成果が挙げられた。児童生徒の生きて働く学びを具現すること

ができた一方、実践ごとに様々な課題も挙げられている。それらを比較、検討し、考察していくと、

児童生徒のさらなる深い学びの実現が必要となっていることが分かった。 

知識・理解のみの学びではなく、思考力・判断力・表現力の育成も重要となってくる。児童生徒

がこれからの社会をたくましく生き抜いていくためにも、学んだことを自らが思考・判断しながら

社会にかかわっていく力が必要となってくると各実践の課題から読み取れる。そのための可能性と

して、挙げられるのが、「問い」の重要性だと考える。単元・題材の指導計画を見通した「問い」を

児童生徒自身がいかに持つことができるのか、教師が準備することができるのかが課題である。児

童生徒自身が授業に「おや？」と思ったり、単元を通して「〇〇を達成するために頑張ろう」と言

ったテーマを持ったりすることのできる「問い」を手立てとして十分に検討し、授業づくりに企て

ることで、児童生徒が学びに対する「問い」に向き合い、思考・判断しながら学習を進めることが

できると考える。武富、松見（２０１７）は、「単元や題材サイズのゆとりある幅の中で、育成を目

指す資質・能力を明確に設定すると同時に、資質・能力の３本の柱が相互に関連し合う学習活動の

組立を行うことが重要であり、その中で教科等に固有の知識・技能を習得・活用し、教科等の本質

となる「問い」に向き合いながら学びに向かう力や人間性を育てていくということである。ここで

は、単元や題材を貫く問いをどのように設定するかという視点が重要となり、各授業が、その問い

に向かって小さな問いや課題を解決していくための機能を有することとなる。」4)と授業づくりの中

心となる「問い」の設定の重要性を示している。そこで、次年度は、授業づくりを行う際、この「問

い」を指導計画の中に入れ込み、児童生徒が単元・題材を通して思考・判断できるように工夫し、

深い学びの実践に努めていきたいと考える。 

 

 



 ③ 社会や生活の中で児童生徒自らが学びを生きて働かせるためのメタ認知の高まり 

     児童生徒自身が授業での学びを社会や生活の中で生きて働かせるために、高次認知機能であるメ

タ認知を高めることも本研究を深めるために必要な要素の一つだと考える。メタ認知とは、「自分

の行動を客観的に捉え、評価し、コントロールする機能」のことである。この機能が高まれば、授

業で学んだことを社会や生活の中で生かす際に、「もっとこうしよう」と自らの行動を客観的に考

え、捉え、コントロールすることができる。社会や生活などの教師という支援者がいない中でも、

自らが学んできた知識・技能、思考・判断・表現、主体的に物事にかかわる態度の三つの力を上手

く循環するためにメタ認知という機能は必要であると考える。 

また、学習指導要領の改訂に伴い、特別支援学校教育要領・学習指導要領解説総則編、各教科編

ともに「メタ認知」という言葉が記されるようになった。児童生徒を取り巻く教育の分野でもメタ

認知という高次認知機能に注目され始められていると考えられる。 

     そこで、本研究でもこのメタ認知という機能に注目し、研究の中に取り入れていく。具体的には、

児童生徒へのかかわり手である教師がメタ認知の働きを学び、理解を深めていくようにする。また、

授業づくりの手順にメタ認知の働きを高められるような手立てを講じ、実践していくようにする。

メタ認知という目に見えない機能へのアプローチは評価することが難しく、児童生徒への即時的な

変容を見ることが難しいかもしれない。しかし、児童生徒の１２年後の姿を見通し、小学部・中学

部・高等部で十分な連携を図り、実践していくことで、児童生徒のメタ認知という機能の高まりが

見られるのではないかと考える。メタ認知という自分の行動を客観的に見て、評価・コントロール

することのできる力が備われば、児童生徒の「今」や卒業後の「社会」の充実に向けた一助となる

可能性が期待できると考える。 

 

Ⅳ ２年次研究の経過 

１ ２年次研究の概要 

（１）研究の仮説 

次の視点を踏まえて研究を行うことで、小学部・中学部・高等部が連接した「生きて働く学び」を実

践・検証することができるだろう 

（１）小学部・中学部・高等部の学習目標・内容等の連接 

  〇 教科ごとに、児童生徒の目指す姿に向けた小学部・中学部、高等部の学習内容一覧表（「（名

称）ラーニングコンパス」）を作成する。 

  〇 教科ごとに作成したラーニングコンパスを基に、研究協議会や事後研究会の場で児童生徒の目

指す姿や各学部の学習目標、内容、学部間のつながりを検討し、教育課程に反映させる。 

 

（２）「生きて働く学び」を実践するための授業づくり 

  〇 学部ごとに「研究のＳＴＥＰ（１年次の研究の成果を集約）」に沿って授業づくりを行う。 

  〇 単元・題材を通して、児童生徒が「問い」を持ち、一人一人が思考・判断できるような学びを

深めるための工夫を検討、実践する。 

〇 研修会や学部研究を通して、高次認知機能であるメタ認知の働きを学び、高めるための工夫を

実践の中に取り入れるようにする。 

 

 

 

 



 （２）研究の経過 

  研究の仮説に沿って、以下のように研究を進めた。 

４月 

生きて働く学びの定義付け 

研究のＳＴＥＰの改善 

研究のＳＴＥＰに沿った授業づくり 

対象授業におけるラーニングコンパスの作成 

５月 ラーニングコンパスを活用した小学部、中学部、高等部の連接 

６月 教育研究学校公開の実施 

９月～１１月 教育実践研修会の実施（小学部、中学部、高等部それぞれ別日に実施） 

１２月～ 各教科等のラーニングコンパスの作成 

 

生きて働く学びの定義付け 

    ２年次研究を進めるに当たり、まず本校で目指す生きて働く学びの定義について整理し、教師間で

再確認を行った。本校で目指す研究の目的は「児童生徒の現在と将来の社会生活の充実を図るために、

児童生徒一人一人の『生きて働く学び』を目指す」ことである。我々教員が生きて働く学びを実践す

ることで、児童生徒は生きて働く力を身に付け、現在や将来の生活を充実させていきたいと考えてい

る。１年次研究の成果や可能性を踏まえ、研究に関する言葉を下記のように整理した。 

〇 生きて働く学びとは 

児童生徒が生きて働く力を身に付けることのできる学び。 

 

〇 生きて働く力とは 

「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」この三つの資質・

能力を基に、各教科等の特質に応じた見方・考え方を働かせ、生活に生かすことのできる力。 

 

〇 見方・考え方とは 

物事を捉える視点や考え方 

 

研究のＳＴＥＰの改善 

    教育研究学校公開に向けて、授業づくりを進めていくに当たり、１年次に作成・活用してきた研究

のＳＴＥＰを改善した。改善点については１年次研究の成果と可能性を踏まえ、授業づくりに五つの

視点を加えた。 

＜研究のＳＴＥＰに加えた五つの視点＞ 

○ 単元（題材）で働かせる「見方・考え方」の明確化 

○ 資質・能力を評価するためのルーブリック 

○ 単元（題材）を貫く社会や生活に結び付いた問いの設定 

○ 「習得・活用・探究」という学習プロセスを指導計画に反映 

○ メタ認知を高められる支援 

 



 

 ○ 単元（題材）で働かせる「見方・考え方」の明確化 

   本研究では、昨年度から学習を通して目指す姿を明確にし、授業づくりに取り組んでいる。授業を通

して、児童生徒がどのような社会でどのような力を生きて働かせるかを明確にした上で、単元（題材）

の目標や指導計画を検討してきた。この力を検討する際は、新学習指導要領で示されている育成を目指

す資質・能力の三つの観点を踏まえている。２年次研究では、さらにこの目指す姿の背景では、どのよ

うな力が働いているのかを「各教科等の特質に応じた見方・考え方」の視点に沿って、明確にしている。

そもそも、「見方・考え方」とは、新学習指導要領上では、以下のように示されている。 

 

     特に、各教科等において身に付けた知識及び技能を活用したり、思考力、判断力、表現力等や学

びに向かう力、人間性等を発揮させたりして、学習の対象となる物事を捉え思考することにより、

各教科等の特質に応じた物事を捉える視点や考え方（以下「見方・考え方」という。）が鍛えられて

いくことに留意し、児童又は生徒が各教科等の特質に応じた見方・考え方を働かせながら、知識を

相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解決

策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう過程を重視した学習の充実を図るこ

と。5) 

 

   このように、授業づくりを進めるに当たり、学習を通して目指す姿を検討する際は、児童生徒が「ど

のような社会でどのような力を生きて働かせるか」を検討するとともに、その内面では、どのような資

質・能力を身に付け、どのような見方・考え方が働いているのかを確認しながら研究を行っていくように

した。 

 

 ○ 資質・能力を評価するためのルーブリック 

   学習を通して目指す姿を定めるだけでなく、適切に評価するための工夫も取り入れた。児童生徒の目

指す姿の内面で培われる育成を目指す資質・能力を評価するためにルーブリックを用いて評価していく

ようにする。ルーブリック評価とは、「のりじゅん」と言われる評価規準（観点）と「もとじゅん」と言

われる評価基準（尺度）の二つを合わせた評価の方法である。評価規準には、育成を目指す資質・能力

の観点を踏まえ、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の三つの観点に

沿って学習の評価を行うようにする。評価基準には、評価Ａ、評価Ｂ、評価Ｃといった段階的な評価と

し、文章記述で児童生徒の姿をあらかじめ、想定しておくようにする。このように、ルーブリック評価

を取り入れることで、単元（題材）の計画が終了した際に、授業づくりの段階で定めておいた目指す姿

を具現することができたかどうかを客観的に評価することが可能である。さらに特別支援学校であると、

複数の教師間で評価を行う場合が多々ある。ルーブリックを作成し、評価を行うことで、複数の教師間

で評価する際も主観の評価とならず、評価の違いが生じにくくなる。 

 

 

 



 

 

 評価Ａ 評価Ｂ 評価Ｃ 

知識・技能    

思考・判断・表現    

主体的に学習に取り組む態度    

 

 

○ 単元（題材）を貫く社会や生活に結び付いた問いの設定 

   １年次の研究を通して、実践ごとに挙げられた様々な課題を比較、検討し、考察した結果、児童生徒

のさらなる深い学びの実現が必要であることが分かった。知識・理解のみの学びではなく、思考力・判

断力・表現力の育成も必要となってくる。児童生徒がこれからの社会をたくましく生き抜いていくため

にも、学んだことを自らが思考・判断しながら社会にかかわっていく必要があることが各実践の課題か

ら読み取ることができた。そのため、単元（題材）を通して、児童生徒が思考するためのきっかけとし

て、授業づくりの段階で単元（題材）を貫く社会や生活に結びついたリアルな問いを設定していくよう

にする。「リアルな」とは、現実度が高いことを意味する。児童生徒の社会や生活に関連した現実的な

問いである程、児童生徒は具体的に問いと向き合い、解決していく過程で身に付けた力は生活に生きて

いくと考える。授業づくりを通して、社会や生活に結びついたリアルな問いを設定し、この問いを解決

するための指導計画を構築していくようにする。 

 

○ 「習得・活用・探究」という学習プロセスを指導計画に反映 

   １年次研究では、授業での学びを他の授業や休み時間、学校外の社会で生きて働かせるために、意図

的に授業外の場でも手立てを講じ、実践を行ってきた。実践を通して、児童生徒の学びを生きて働かせ

るためには、学校での学びを社会や生活とつなぐための手立てが大切であると分かった。そのため、新

学習指導要領の深い学びを実現するための学びのプロセスとして示されている、「習得・活用・探究」

という学びの過程の「探究」活動の場面を意識的に指導計画に取り入れるようにする。 

   「習得」とは、基礎的・基本的な知識・技能の習得活動である。 

   「活用」とは、知識・技能を活用し、思考力・判断力・表現力を養う活動である。 

   「探究」とは、総合的な学習の時間や他の教科、各教科等を合わせた指導、休み時間などの児童生徒

がこれまでの学びを生かし、冒険することのできる場を設け、実践する活動である。 

   このように指導計画の中に意識的に「習得・活用・探究」といった学習のプロセスを取り入れること

で、児童生徒の学びをさらに生きて働かせたいと考える。 
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○ メタ認知を高められる支援 

   児童生徒自身が授業での学びを社会や生活の中で生きて働かせるために、高次認知機能であるメタ認

知を活性化させる支援にも取り組んでいく。 

「メタ認知」という概念は、ジョン・Ｈ・フラヴェルというアメリカの心理学者が定義した概念であ

る。もともとは認知心理学で使われていた用語であり、１９７０年代から研究が行われ始めた。１９７

６年、ジョン・Ｈ・フラヴェルが基本となる概念である「メタ記憶」を定義した。その後、Ａ・Ｌ・ブラ

ウンによって、「理解への理解」である「メタ理解」や「注意を注意する」という「メタ注意」など、

「メタ」の概念についての研究が深まった。それに伴い、これらの「メタ」概念に共通する「メタ認知」

についての研究が発展し、広まったという歴史がある。歴史をさかのぼれば、メタ認知の概念の起源は

古代ギリシアのソクラテスにたどり着くと言われている。かの有名な「無知の知」という考え方がこれ

にあたると考えられている。 

言葉の意味として、「メタ」とは、 

メタ【meta】 

〔化〕(接頭語。ギリシア語で「間に」「後に」「越える」の意)ベンゼン環の１位と３位（一つ間を

おいた位置）に置換基を持つことを示し、記号ｍで表す。ｍ‐キシレン、ｍ‐ニトロフェノールの類。                             

（広辞苑 第七版） 

 

メタ【meta】 

他の語の上に付いて、「間に」「超えて」「高次の」などの意を表す。 「 －言語」 「 －化合物」 

（大辞林 第三版） 

   と記載されてある。メタ認知の言葉を説明する際に広く使われている言葉としては、「高次の」とい

う意味合いが強い。つまり、メタ認知とは、「高次の認知」ということになり、言い換えると、「認知を

認知する」機能ということである。 

   北神慎司（２０１５）は、「認知を認知する」とは、一見禅問答のように思えるが、私たちには、認知

という機能だけではなく、認知を認知する機能も備わっている。たとえば、テスト勉強の最中に、「こ

の問題は難しいな」と思うことは、自分の問題の理解という認知に対して認知していると捉えることが

できるし、そう思うからこそ、「もう少し時間をかけて勉強しよう」というように、自分の認知をコン

基礎・基本的な知識・技能の習得 
例）漢字や仮名の大きさ、配列に注意して、手紙を書く。 

知識・技能を活用し、思考力・判断力・表現力を養う 
例）ロールプレイを通して、書いた手紙を読んだり、感じ

たことを伝えたりする。 

総合的な学習の時間のみならず、他の教科、各教科等

を合わせた指導、休み時間などにおいてこれまでの学

習を生かし、学びを生きて働かせる経験を積む 
例）生活単元学習や休み時間で書いた手紙を実際の相手

に読んで伝える。 

探究 

活用 

習得 

図１０ 学びを生きて働かせるための習得・活用・探究の学習プロセス 



トロールする機能が備わっている。このように認知についての認知をメタ認知（metacognition）と示し

ている。エードリアン Ｆ．アッシュマン、ロバート Ｎ．Ｆ．コンウェー（１９９３）は、認知とメタ

認知を以下のように図解している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   以上のことを踏まえると、「メタ認知」とは、「自分の行動を客観的に捉え、評価し、コントロールす

る機能」であると言える。 

   このメタ認知という機能は、新学習指導要領でも以下のように用語として使われて始めている。 

３ 育成を目指す資質・能力（第１章第２節の３） 

 （中略） 

児童生徒一人一人がよりよい社会や幸福な人生を切り拓いていくためには、主体的に学習に取り

組む態度も含めた学びに向かう力や、自己の感情や行動を統制する力、よりよい生活や人間関係を

自主的に形成する態度等が必要となる。これらは、自分の思考や行動を客観的に把握し認識する、

いわゆる「メタ認知」に関わる能力を含むものである。 

（特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編（幼稚部・小学部・中学部）ｐ１９３） 

 

（１）学習の基盤となる資質・能力（第１章第３節の２の（１）） 

 （中略） 

 言葉の働きや役割に関する理解、言葉の特徴やきまりに関する理解と使い分け、言葉の使い方に

関する理解と使い分け、言語文化に関する理解、既有知識（教科に関する知識、一般常識、社会的

規範等）に関する理解が挙げられる。 

 特に「言葉の働きや役割に関する理解」は、自分が用いる言葉に対するメタ認知に関わることで

あり、言語能力を向上する上で重要な要素である。 

（特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編（幼稚部・小学部・中学部）ｐ２０７） 

 

２ 体育科の目標（第４章第４節第６の２） 

（中略） 

（３）は「学びに向かう力，人間性等」であり、主体的に学習に取り組む態度も含めた学びに向

図１１ メタ認知と認知との関連図 
（エードリアン Ｆ．アッシュマン、ロバート Ｎ．Ｆ．コンウェー、１９９３） 



かう力や、自分の感情や行動を統制する能力、自らの思考の過程を客観的に捉える力など、いわゆ

る「メタ認知」に関するもの（学びに向かう力）と、多様性を尊重する態度や互いのよさを生かし

て協働する力、持続可能な社会づくりに向けた態度、リーダーシップやチームワーク、感性、優し

さや思いやりなど（人間性等）から構成されている。 

（特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編（小学部・中学部）ｐ２２０） 

 

２ 保健体育科の目標（第４章第５節第７の２） 

（３）は「学びに向かう力、人間性等」であり、主体的に学習に取り組む態度も含めた学びに向

かう力や、自分の感情や行動を統制する能力、自らの思考の過程を客観的に捉える力など、いわゆ

る「メタ認知」に関するもの（学びに向かう力）と、多様性を尊重する態度や互いのよさを生かし

て協働する力、持続可能な社会づくりに向けた態度、リーダーシップやチームワーク、感性、優し

さ思いやりなど（人間性等）から構成されている。 

（特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編（小学部・中学部）ｐ４３９） 

   

 このように新学習指導要領で「メタ認知」という言葉が使われ始めている。メタ認知を高めるという

直接的な内容ではないが、教育分野において、メタ認知という概念が注目され始めてきているのだと考

える。また、平成２７年に行われた教育課程企画特別部会「２０３０年に向けた教育の在り方に関する

第２回日本・ＯＥＣＤ政策対話」の資料（図１２）では、知識・技能、思考力・判断力・表現力等、学び

に向かう力・人間性等 を包括する形でメタ認知という力の必要性が示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本校では、このメタ認知を活性化するために、認知心理学者の三宮真智子氏の考えを参考に研究を進

めている。メタ認知を「自分の行動を客観的に捉え、内省し、コントロールする機能」として本校で定

図１２ 学力の三要素とメタ認知 



義した。児童生徒が自らの行動を調整するためにその内面では、「モニタリング」と「コントロール」と

いう機能が働いている。「モニタリング」とは、今の自分の状態や学びの状況に自ら気付き、内省する

ことである。「コントロール」とは、なりたい自分を思い描き、具体的な方法で行動を調整することで

ある。この「コントロール」と「モニタリング」が上手く機能させるために、それぞれの状況に応じて手

立てを講じ、実践していくようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



研究のＳＴＥＰに沿った授業づくり 

前述した研究のＳＴＥＰの改善点に沿って授業づくりを行った 

 

  

図１３ 研究のＳＴＥＰ（１年次の研究の成果、可能性を踏まえて改善したもの） 



対象授業におけるラーニングコンパスの作成 

   本研究の目的は生きて働く学びを実践することである。この目的に迫るために、これまでは、授業づ

くりの視点で研究を行ってきた。２年次研究ではこの授業づくりの視点に小学部、中学部、高等部の連

接という視点を加えて研究を行うようにする。 

   まず、「連接」とは、本校では下記のように捉えている。 

「連接」とは、小学部・中学部・高等部での学びが「つながり続く」こと。 

＜連接した授業づくりの３条件＞ 

１ 児童生徒の「これまでの」学びの積み重ねを踏まえている。 

２ 児童生徒の「これからの」学びの積み重ねを想定している。 

３ 各学部の児童生徒の目指す姿を共有している。 

   例えば、中学部２年生を対象に小学部、中学部、高等部が連接した授業を作るためには、この学習集

団が小学部、中学部１年生においてどのような学習を積み重ねてきたのか、把握しておくようにする。

また、この中学部２年生が、今後３年生になり、高等部に進学した際にどのような学習を積み重ねてい

くのか想定しておくようにする。そして、それぞれの学部でどのような姿を目指して教育を行っている

のか、その思いを教師間で共有しておくようにする。これらを教科等ごとに意識し、授業づくりを行っ

ていくことで、小学部、中学部、高等部が連接し、より一層、生きて働く学びにつながると考える。 

   小学部、中学部、高等部が連接した授業づくりを行うために、下記のような学習内容一覧表（以下、

「ラーニングコンパス（資料一覧に掲載。）」を作成する。ラーニングコンパスには、教科の学びを通し

て目指す姿、学部で目指す姿、学部ごとの学習内容を記してある。ラーニングコンパスを活用しながら、

研究授業の事後研究会などの場でそれぞれの学部の学習内容のつながりを見直したり、目指す姿を共有

したりして、授業改善に生かしていきたい。 

 

各学部を見通した目指す姿 

学部ごとの目指す姿 

目指す姿を実現するための 

学習内容 

学部間の目指す姿や 

学習内容のつながり 

連接するための検討事項 

図１４ ラーニングコンパスを活用した小学部・中学部・高等部が接するための検討事項 



（３）研究の成果 

   ① 児童生徒の学びが生きて働く姿の具現 

    本研究では、小学部、中学部、高等部の各実践を通して、学校での学びを生きて働かせるために授

業研究を行ってきた。授業づくりを行う段階で、児童生徒の目指す姿を明確にし、学びを生きて働か

せるための手立てを講じ、実践したところ、各実践を通して、児童生徒の学びが生きて働く姿が見ら

れた（詳細については、「第３章 各学部の取り組み」参照）。 

 

 

学部 実践 学びが生きて働く姿 

小学部 
実践１ みんなと動きや歌が合う楽しさに気付く姿 

実践２ 児童が自分なりに分類の仕方を考え、進んで活動に取り組む姿 

中学部 
実践１ 

自分の思いや考えを相手に伝え合う良さを感じ、自分や友達の身だしなみを

意識することができる姿 

実践２ 自ら気付いて行動したり、自ら工夫したりしようとする姿 

高等部 

実践１ 学校生活で根拠や理由を明確にして自分の考えを伝え合う姿 

実践２ 
働くことへの見通しを持ち、現場実習や普段の生活の中で、自らの課題を積

極的に解決しようとする姿 

 

小学部の児童の学びが生きて働く姿 

    小学部の実践１では、「みんなと動きや歌が合う楽しさに気付く姿」が見られた。音楽の授業の中

で、教師や友達と一緒に音楽が流れる中でのびのびと自由に体を動かして表現することを楽しんでい

た児童が、拍という要素を学習したことで、動き出す前に拍を捉えようと曲をよく聴き、拍を体で刻

んでから動き出そうとしたり、歌い出そうとしたりする姿が見られた。さらに、学習発表会では、ダ

ンスの出し物をする際に、自分が動き出す前に曲の拍を体で刻んでから動き出したり、曲の拍に乗っ

てスキップをしたり、ジャンプをしたりするなどの学びが生きて働いている姿が見られた。 

    小学部実践２では、「自分なりに分類の仕方を考え、進んで活動に取り組む姿」が見られた。算数

の授業の中で、ものの色や形、大きさなどの共通点や違いに着目する見方・考え方を習得し、それら

のいずれかの分け方でも、ものを分類することができるようになった。また、「自分でできた」とい

う経験が自信となり、「早く分けてみたい」「もっと違う分け方をしてみたい」という児童の前向き

な学習姿勢につながった。題材の計画の中では、計画の終末で、学習してきた仲間分けの仕方を実生

活につなげることを意図して保健室にある運動着を仲間分けして整理する学習を行った。大量の運動

着を前に、「大きいと小さいに分けられる。」といった発言をして運動着を分けたり、運動着にサイ

ズの表記があることに気付き、サイズをたよりに仲間分けしたりすることができた。 

 

中学部の生徒の学びが生きて働く姿 

    中学部実践１では、「自分の思いや考えを相手に伝え合う良さを感じ、自分や友達の身だしなみを

意識することができる姿」が見られた。生活単元学習の中で、ファッションショーを創るための話し

表１ 各実践を通した学びが生きて働く姿 



合いを通して、一緒に登場したい友達の名前や流したいＢＧＭをリーダーや教師に伝える姿が見られ

た。また、ファッションショーを準備する際、自分の姿を鏡で見て襟や裾を直したり、友達同士で身

だしなみをチェックし合ったりする姿が見られた。さらに、その後の宿泊学習や修学旅行では、ファ

ッションショーで選んだ服を持ってきたり、持ってくる服を自分で選んで準備したりする生徒の姿も

見られた。 

    中学部実践２では、「自ら気付いて行動したり、自ら工夫したりしようとする姿」が見られた。生

活単元学習でのジュース作りを通して、自分から活動することが少なく、ジュースが出来上がらなか

った生徒が、友達が活動する様子を見て、自分がやるべきことに気付き、活動する姿が見られた。ま

た、友達のジュースの作り方を見て、比較し、作り方を工夫しようとする姿も見られた。単元の計画

の中では、計画の終末で学級の友達同士でジュースを飲み合ったり、自分たち以外の人に実際にジュ

ースを飲んでもらったりして味についての感想をもらう場を設定した。実際にお客の立場になったこ

とでどうすれば調理が終わるまでの待ち時間を短縮することができるのかと考え、調味料を一つ一つ

準備していた生徒がお客様の人数分の材料を同時に準備するといった工夫して活動に取り組む姿が見

られた。 

 

高等部生徒の学びが生きて働く姿 

    高等部実践１では、「学校生活で根拠や理由を明確にして自分の考えを伝え合う姿」が見られた。

国語の授業の中で、学部外の教師に根拠や理由を明確にして自分の考えや意見を伝えることができる

ようになった。また、授業の中で計画した全校児童生徒による交流会の招待をする際には、「１２月

１８日水曜日に小学部、中学部、高等部で交流会を行いたいと思います。場所は体育館で、１３時１

５分から行います。みんなで楽しめるゲームを考えたので、ぜひ来てください。」と具体的に伝える

ことができた。国語の授業で生徒同士の話し合い活動の経験を重ねたことで、学級での話し合い活動

や帰りの会などの場面では、「僕は○○です。なぜなら△△だからです。」と自分の言いたいことを

理由を明確にして伝える姿が見られた。 

    高等部実践２では、「働くことへの見通しを持ち、現場実習や普段の生活の中で、自らの課題を積

極的に解決しようとする姿」が見られた。社会生活（生活単元学習）の授業を通して、繰り返し、学習

を行ったことで、作業学習や普段の学習の中で教師に指示を受ける前に、今何をすべきなのか、どう

すれば良いのかを考えて行動する姿が増えてきた。今まで分からないことをなかなか自分から相談で

きなかった生徒は、学習を通して自分から教師に相談することができるようになった。さらに、現場

実習先からは、「分からないことがあれば、本人からどうすれば良いか相談することができた。」「材

料がなくなると、『材料がなくなったので材料をください。』と自分から伝えることができた。」など

の生徒一人一人が自らの課題を認識し、自らの力で積極的に解決しようとする姿が見られた。 

    以上のように、各実践を通して、児童生徒の学びが生きて働く姿を具現することができた。学びが

生きて働く姿とは、「知識・技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」この

三つの資質・能力が児童生徒の実生活と関連し合い、日常生活などの様々な場面で最大限に発揮・活

用する姿である。この三つの資質・能力を基に様々な生活場面において、各教科等の見方・考え方を

働かせながら児童生徒は学びを生かすことができたと考えられる。 



 

② 生きて働く学びを具現するための有効な手立て 

    本研究では、学びを生きて働かせるために、授業づくりに下記の五つの視点を取り入れた。 

     ○ 単元（題材）で働かせる「見方・考え方」の明確化 

     ○  資質・能力を評価するためのルーブリック 

     ○  単元（題材）を貫く社会や生活に結びついた問いの設定 

     ○  「習得・活用・探究」という学習プロセスを指導計画に反映 

     ○  メタ認知を高められる支援 

  各実践を通して、これらの手立てを実践、考察し、児童生徒の学びを生きて働かせるために特に有

効的に働いた手立てを以下に記す。 

 

「習得・活用・探究」などの学習に変化をもたらす指導計画の工夫 

    児童生徒の生きて働く学びを具現するために有効な手立ての一つが「習得・活用・探究」などの学

習に変化をもたらす指導計画の工夫である。各実践では、それぞれのプロセスを意識し、手立てを講

じ、指導計画に変化を持たせながら学習を展開することができた。 

    「習得」では、基礎的・基本的な知識・技能の習得を図った。「活用」では、知識・技能を活用し、

思考力・判断力・表現力等を養う活動を設定した。「探究」では、これまでの学習を発展させ、児童生

徒がこれまでの学びを生かし、課題解決を図ることのできる場を設け、学びに向かう力、人間性等を

育むことができる指導計画を作成、実践することができた。 

   児童生徒が学びを生きて働かせるためには、単元（題材）を通して、目指す姿が明確に定まってお

り、この姿を実現するための資質・能力が指導計画の中にバランス良く配置されつつ、学習に変化を

もたらしながら発展的に学習を展開していくことが、児童生徒の学習意欲を高め、質の深い学びを支

えていると考えられる。学びの質を深めるために、この「習得・活用・探究」といった学びのプロセ

スは十分効果的な手立てであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 各実践での「習得・活用・探究」の学習プロセスを取り入れた工夫（抜粋） 

【習得】 

自由に音楽にのって表現

しながら拍を身に付け

る。 

【活用】 

身に付けた拍を生かし、

２拍子や４拍子の拍にの

って表現する。 

【探究】 

これまでとは違う３拍子

の拍にのって表現する。 

小学部 実践１ 音楽 

【習得】 
ものを構成する要素の必

要な部分だけを取捨選択

する見方を身につける。 

【活用】 

見方を活用して、ものを

様々な基準で仲間分けす

る。 

【探究】 

実際の衣服を仲間分けし

て整理する学習を通し

て、見方を働かせる。 

小学部 実践２ ことば・かず（算数） 

【習得】 

服を選んだり、身だしな

みの整え方などの知識を

身に付けたりする。 

【活用】 

実際に体を洗ったり、身

だしなみを整えたりしな

がら知識を活用する。 

【探究】 

衣料販売店で試着をしな

がら身だしなみを整え、

服を購入する。 

中学部 実践１ 生活単元学習 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題に気付き、内省することのできるメタ認知の高まり 

  児童生徒の生きて働く学びを具現するために有効な手立てとして、メタ認知に対するアプローチも効

果的であった。児童生徒のメタ認知を高め、学びを授業や日常生活に生かすことができるように、メタ

認知を「モニタリング」「コントロール」の二因子に分類した。「モニタリング」とは、今の自分の状

態や学びの状況に自ら気付き内省することであり、その構成要素は「気付き」と「内省」が含まれる。

「コントロール」とは、なりたい自分を思い描き、具体的な方法で行動を調整することであり、その構

成要素は「目標設定」と「調整」が含まれる。このように、それぞれの項目を踏まえ、児童生徒のメタ

認知を高めるために手立てを講じ、実践を行った。 

 

学部 実践 メタ認知へのアプローチ 

小学部 

実践１ 
譜面やＩＣＴ機器を用いた視覚支援教材や見本となる児童とのグループ編成、

リズム太鼓を使った聴覚支援教材の活用 

実践２ 
児童が思考していることや学びの気付きを支援者が言葉に置き換えたり、教師

の支援をたよりに他者の考えと自分の考えを共有したりする場の設定 

中学部 
実践１ ＩＣＴ機器を用いた視覚支援教材、友達や教師からの他者評価 

実践２ 生徒同士で活動が見合える状況や友達同士で意見を共有する場の設定 

高等部 

実践１ 
ＩＣＴ機器を用いた視覚支援教材や生徒の言葉を書き写すことによる自己評

価・他者評価する場の設定 

実践２ 

ＩＣＴ機器を用いた視覚支援教材や学んだことを日常生活で自ら気付き、活用

しやすくするための想起しやすい言葉への変換 

※ 想起しやすい言葉への変換とは、例えば自らの課題が分からない時は近くの職員に相談

することが課題である生徒に対しては、「分からない時は、聞く」と生徒自身が想起しや

すい言葉に変換するということである。 

児童生徒の学びを生きて働かせるということは、授業での学びを生活などの他場面に生かすという

ことである。そのためには、学んだことを生かすことの必要性を自らが気付き、行動を調整する必要

【習得】 

繰り返し学習し、調理の

仕方や手順を知識・技能

として身に付ける。 

【活用】 

身に付けた知識・技能を

活用してオリジナルのジ

ュースを調理する。 

【探究】 

お客様を招待し、その場

で工夫しながらオリジナ

ルジュースを調理する。 

中学部 実践２ 生活単元学習 

【習得】 

根拠や理由を明確にした

話し方を知識として学習

する。 

【活用】 

学習した知識を活用して

生徒同士でテーマに沿っ

た話し合いをする。 

【探究】 

近隣の家に根拠や理由を

踏まえながら自校のカフ

ェの宣伝を行う。 

高等部 実践１ スタディ（国語） 

【習得】 

自分の作業の様子を映像

で見て、問題を見つけ、適

切な行動を身に付ける。 

【活用】 

作業学習の場で自らの課

題をキーワードとして意

識し、学びを定着させる。 

【探究】 

現場実習を通して、自ら

の課題を認識し、達成す

るために行動する。 

高等部 実践２ 社会生活（生活単元学習） 

表３ 各実践でのメタ認知を高めるための手立て 



がある。各実践でのメタ認知を高めるための手立てを考察すると、ＩＣＴ機器や活動の見本など視覚

支援による手立てが多い。教師が指示を出すのではなく、視覚支援による手立てを用いることで、児

童生徒が学習の問題に自ら気付き、行動を調整できるようにしている。自分の行動を客観的に見るこ

とが難しい児童生徒が多く、より具体的に判断できるように配慮したところ、視覚をたよりに自らの

行動を客観視できることが有効的であった。また、実践の中には、聴覚をたよりに拍と自分の動きを

合わせたり、児童生徒の内面での気付きを教師が言語化したりするなどの手立ても見られた。 

 

③ 児童生徒の学びが生きて働くための小学部・中学部・高等部の連接 

２年次研究では、児童生徒の学びを生きて働かせるために小学部・中学部・高等部の教育課程を見直

し、各学部の教科等ごとに学習目標・内容等の連接を図った。教育課程の編成は、教務部・教育課程研

究部を中心に行い、（教育課程の編成スケジュールに関しては表１を参照）。編成し直した教育課程を

基にラーニングコンパスという形で図式化を図ることができた。ラーニングコンパスを作成しながら、

学部ごとの学習内容のつながりや積み重ね、目指す姿などを協議し、共有することができた（ラーニン

グコンパスに関しては、＜資料＞を参照）。 

 

月 作業内容 

４月 
新学習指導要領改正の要点の確認 

令和２年度教育課程編成に向けた作業スケジュールの提案 

７月 

９月 

次年度教育課程の内容・構成の検討 

１ 教育計画において各教科等を基本に年間指導計画の作成を行うことについての共通

理解 

２ 各様式等についての検討 

（１）各教科の内容（小学部・中学部・高等部の各段階）の整理 

（２）年間指導計画の作成（各学部）と個別の年間指導計画 

（３）個別の指導計画の様式修正 

（４）要録の様式修正 

（５）学びの履歴シートについて 

３ 本校で実践している各教科等を合わせた指導における教科の指導内容の洗い出し 

４ 年間指導計画の作成 

１２月 
令和元年度の教育課程の反省 

反省を加味した令和２年度の教育課程の編成 

２月 
令和２年度教育計画の完成 

新教育計画をラーニングコンパスへ 

３月 完成配布 

 

 

ラーニングコンパス

化した教科等 

国語、社会、算数・数学、理科、図工・美術、体育・保健体育、音楽、 

職業／家庭・家庭、職業／家庭・職業、日常生活の指導、生活単元学習、

作業学習 

※ 小学部の「生活」に関しては、教科の内容が中学部、高等部の社会や

理科、家庭等に分岐していくため、他のラーニングコンパスに合わせて

表４ 教育課程の編成スケジュール 

表５ ラーニングコンパス化した教科等の一覧 

 



記すようにした。 

ラーニングコンパス

化していない教科等 

○ 総合的な学習（探究）の時間・・・（理由）各学部の縦の連接よりも、

学部単位による各教科等横断的な関連付けを強めたいため。 

○  特別の教科道徳・・・（理由）小学部や障がいの程度が重い児童生徒

にとって、学習内容が自立活動と混合しやすいため、研究を深めた後、

作成予定。 

○  自立活動・・・（理由）自立活動は各学部の連接よりも児童生徒一人

一人の力の高まりを重視するため。 

○  特別活動・・・（理由）内容を指導する際は、児童生徒一人一人の障

がいの状態や経験等に応じて、適切に指導の重点を定めるため。 

 

（４） 研究の可能性 

  ① 自ら気付き、行動する力の必要性 

    各実践を通して、以下のような研究上の可能性が挙げられた。各実践の可能性をまとめ、考察した

ところ、「気付き」というキーワードが浮かび上がった。例えば、小学部の実践１の可能性には、音楽

の授業を振り返るためのＩＣＴ機器の活用が挙げられた。これは、児童が音楽に合わせて身体表現を

し、ＩＣＴ機器を活用して自分たちの動きを振り返ったり、周囲の友達と動きを合わせたりするため

の手立てである。ＩＣＴ機器で録画された動画を見て、自分の身体表現や周囲の友達との動きの一致

具合を確認し、身体表現の向上や動きを一致させることに児童が自ら気付き、行動を調整する力を養

うことが可能であると考えられる。他の実践からも児童生徒の気付きを培うための可能性が多数挙げ

られている（同頁表６参照）。 

    「気付き」とは、自分の内面から生じる感覚的な発見やひらめき、解釈や理解の変化のことである。

児童生徒が様々なことに気付き、主体的に行動することができれば、授業における目標の達成や学校

での学びを生活に生かすことにもつながる。また、学びを生活に生かすということは、育成を目指す

資質・能力に支えられた各教科等の特質に応じた見方・考え方を働かせるということである。この見

方・考え方を働かせるためにも、まずは児童生徒自身の気付きが必要である。特に社会生活において

は、限られた支援者しかおらず、児童生徒が見方・考え方を働かせ自身の生活を豊かにしていくため

には、気付きの質を高め、様々なことに気付くことが不可欠であると考える。 

このように、児童生徒の学びを生きて働かせるためには、児童生徒自身の「気付き」の質を高める

ことが重要であり、本研究における取り組むべき可能性の一つと言える。 

 

 

学部 実践 研究上の可能性 

小学部 

実践１ 

○ 自分たちの動きを振り返るための ICT 機器の活用の仕方 

○  問題に自ら気付き、自らの言葉で他者に伝えるための手立ての工夫 

考察ＩＣＴ機器を活用することで、自らの動きと他者の動きの重なり具合を視覚的に

確認することができ、児童自身が自ら気付くことができる。 

実践２ 

○  自分の考えを支え、他者と共有するための言葉の充実 

○  学びを日常生活で生かすための実物などの教材や状況づくりの工夫 

考察児童が自分で考えたり、他者と考えを共有したりするためには児童自身の言葉が

表６ 各実践の課題から読み解くことのできる児童生徒の気付きの獲得 

 



充実している必要がある。言葉の充実は、児童の気付きを内面で整理することにつな

がり、気付きから学びにも昇華しやすいと考える。 

中学部 

実践１ 

○ 自分の思いや考えを伝え合うための話し合いの仕方 

○  学びを生活に生かすための授業の展開の仕方 

考察話し合いの仕方を工夫するということは、生徒が主体的に自分の思いや考えを伝

えようとすることができるということである。主体的に活動するためには、まずはそ

の状況への気付きが不可欠である。 

実践２ 

○  生徒が自ら気付き、工夫するための授業づくりの工夫 

○  自分の気付きを言語化するための工夫 

考察自分の気付きを言語化できるということは、生徒の中でその気付きを解釈できて

いるということ。解釈した後、手立てにより、学びへと昇華することができる。 

高等部 

実践１ 

○  学びを日常生活に生かすための実際的な状況づくりの工夫 

○  生徒主体で話し合い活動を行うための教師の支援の仕方 

考察生徒主体で話し合い活動を行うということは生徒が自ら気付き、発言するという

こと。そのために教師の支援の在り方を検討することが必要。 

実践２ 

○  自らの課題を意識し、遂行しようとするための学習の継続化 

○  生徒が自らの課題に気付くための教師のきめこまやかな支援 

考察自らの課題を意識し、遂行するということは、日常の生活の中で、課題遂行の必

要性に気付くことが必要である。そのための手立ての一つとして、学習を継続化させ

ることは、生徒の気付きの促進につながると考える。 

  

② 各教科等の特質に応じた見方・考え方の理解 

    本研究では、授業づくりの際、単元（題材）の目標を育成を目指す資質・能力である知識・技能、思

考力・判断力・表現力等、学びに向かう力、人間性等の３観点で示し、学校での学びを日常の生活に

生かすことができるような授業づくりに取り組んできた。その際、学校での学びをどのように生活に

生かすのかを各教科等の特質に応じた見方・考え方で捉え、授業づくりの中に取り入れてきたが、こ

の見方・考え方に関しての研究を深めきることができなかった。児童生徒の育成を目指す資質・能力

と各教科等の特質に応じた見方・考え方の相互的な関係性や見方・考え方が培われたかどうかの評価

の仕方など曖昧なところを研究的に深め、実践に生かしていくことで、児童生徒の学びを生きて働か

せる一助となることが期待できる。 

 

③ 単元を通した児童生徒の学びの評価の仕方 

    ２年次研究から単元（題材）の目標である育成を目指す資質・能力をルーブリックを用いて評価を

行った。授業づくりで取り入れたリーブリックは、規準を育成を目指す資質・能力の３観点とし、基

準を評価Ａ～Ｃといった習熟度にした。評価Ｂを単元の目標の達成とし、評価Ａにさらに身について

欲しい期待の姿を項目として加え、評価Ｃには自力での単元の目標の達成には至らなかったが、手立

てが加わることで単元の目標を達成できることを評価の項目とした。 

 

 評価Ａ 評価Ｂ 評価Ｃ 

知識・技能    

思考・判断・表現    

主体的に学習に取り組む態度    

単元の目標＋α 単元の目標＋手立て 単元の目標 

表７ ルーブリック評価 

 



    このルーブリックを基に評価すること自体は児童生徒の単元終了時の学びの姿をイメージしやすく、

単元終了後も評価の視点として効果的であった。ただ、ルーブリックの基順が単元の目標と類似した

り、児童生徒一人一人の多様な障がいの実態に応じた評価が難しかったりするという反省が挙げられ

た。 

本校の学習指導案では、学習集団の本時の目標に対する児童生徒一人一人の個別目標を設けている。

一時間ごとの授業において児童生徒一人一人を見取っていくため、単元の目標に対しても、児童生徒

一人一人の評価の観点を設けて評価したり、別な評価の方法を探ったりすることが、多種多様なニー

ズを抱えた児童生徒に対応し、適切な評価をすることが可能であると考える。 

 

Ⅳ ３年次研究の計画 
本研究の目的は、「児童生徒の現在と将来の社会生活の充実を図るために、児童生徒一人一人の

『生きて働く学び』を目指す」ことである。そのための研究の内容として二点取り組んでいる。 

まず、一点目は昨年度から取り組んできた児童生徒の学びを生きて働かせるための効果的な授業作

りの指導・支援方法を明らかにすることである。また、今年度は昨年度の研究の成果及び課題から出

てきた「気付き」について焦点を当て、効果的に学習の中で気付きを設定できるように、気付きを学

びにつなげる支援を取り入れていく。そして、二点目は、昨年度に小学部・中学部・高等部それぞれ

が連接した授業作りをするために作成したラーニングコンパスを活用して、学校全体として生きて働

く学びを実践していけるようにすることである。 

 

 

 

 

  

 次の視点を踏まえて研究を行うことで、小学部・中学部・高等部が連接した「生きて働く学

び」を実践・検証することができるだろう 

（１） 「生きて働く学び」を実践するための授業づくり 

   〇 学部ごとに「研究のＳＴＥＰ（２年時の研究の成果の集約）」に沿って授業づくりを行う。 

〇 単元・題材を通して、児童生徒が「問い」を持ち、一人一人が思考・判断できるような学び

を深めるための工夫を検討、実践する。 

   〇 児童生徒が「気付き」について意識できるように、気付きを学びにつなげる支援を意図的に

設定する。 

    

（２） 小学部・中学部・高等部の見方・考え方等の連接 

  〇 教科ごとに、昨年度作成したラーニングコンパスを検証し改善を図る。 

   〇 各教科等のラーニングコンパスに、教科の見方・考え方を取り入れ、授業作りや指導計画の作

成に活用し、教育課程に反映できるようにする。 
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