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Ⅰ 研究の概要
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平成30年度 校内研究の概要

１ 研究主題について
わかる喜び，学ぶ楽しさを実感できる児童の育成

～ユニバーサルデザインの視点を生かした授業づくり～

《主題設定の理由》

(1)子供たちの実態や地域の教育課題

本校は，県内において，全校児童に占める外国人児童の割合が高い。また，その他

の児童の生活環境も様々である。言語環境が複雑なため，家庭内でのコミュニケーシ

ョンが不足していたり，心の問題を抱えていたりする児童も少なくない。通常学級に

多様な児童が在籍しており，何らかの支援を必要とする児童が相当数見受けられる。

これらの背景，現状を踏まえて，平成２７年度よりユニバーサルデザインの発想を

生かした授業及び学級経営の工夫や改善の研究に取り組んできた。今後も「全員がわ

かる授業」を目指して解けること，できることに喜びを感じ，自ら学ぼうとする態度

を育てるために，これまでの研究を継続していくことが必要であると考える。

(２)時代や社会の要請

社会に目を向けると，児童を取り巻く環境は変化が激しく，複雑で予測困難となっ

てきている。未来に対応するためには，子供たちが変化を前向きに受け止め，主体的

に関わり合いその過程を通して，一人一人が自らの可能性を最大限に発揮し，よりよ

い社会と幸福な人生を自ら創り出していくことが重要である。そのために，目の前の

課題に対して，これまで獲得した知識や技能を活用し，さらに新しい知識や技能を獲

得して問題を解決していく力を習得させることが課題である。

今，学校現場に求められている教育は，子供たちが自ら自分の将来に向かって意欲

的に学ぶ力を身につけることであると考える。そのことは，新学習指導要領に対応し、

山梨県教育委員会で示す「山梨県学校教育指導重点」及び甲府市教育委員会の「甲府

市教育大綱」で述べられている確かな学力と生きる力の育成の具現化に他ならない。

(３)目指すべき研究主題

したがって，本校では，子供たちの実態や地域の教育課題を受けた学校経営方針，

及び時代や社会の要請に応えるために，昨年度に引き続き，平成３０年度の校内研究

でもわかる喜び，学ぶ楽しさを実感できる児童の育成を目指したい。具体的には，ユ

ニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくりの理解をさらに深めるとともに，

教育環境や人的環境を整える工夫や手立ての実践を継続し発展させていきたい。合わ

せて，昨年度，焦点化した算数科から他教科へ広げて，主体的・対話的な深い学びの

学習の研究と実践を推進していきたい。様々な教科で授業実践を行い，研究主題に迫

りたいと考える。
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２ 研究の基本的な考え方
《学校経営の重点と校内研究》

学 校 教 育 目 標

～生きる力を備えた子どもの育成～

○たくましく ○やさしく ○かしこく ○うつくしく

め ざ す 児 童 像

○健康や安全に気をつけ，進んで生活する子ども

○自他を思いやり，豊かで安らかな心をもつ子ども

○課題をつかみ，解決に向けて主体的に学ぶ子ども

○自己有用感を持ち，行動できる子ども

○将来への夢と希望をもつ子ども

研 究 主 題

わかる喜び，学ぶ楽しさを実感できる児童の育成
～ユニバーサルデザインの視点を生かした授業づくり～

３ 研究の内容
「様々なユニバーサルデザインの視点を生かした授業づくりと学級環境整備」
◎（１）「主体的・対話的で深い学び」の活動の取り入れ

※主体的な学び

問題の解決に向けて見通しを持ち，粘り強く取り組み，問題解決の過程を振り

返り，よりよく解決したり，新たな問いを見いだしたりする。

※対話的な学び

論理的に説明したり，よりよい考えや事柄の本質について話し合い，よりよい

考えに高めたり事柄の本質を明らかにしたりする。

※深い学び

新しい概念を形成したり，よりよい方法を見いだしたりするなど，新たな知識

・技能を身に付け，知識の構造や思考，態度が変容する。

（山梨県 教育課程指導資料より 2016，10月）

（２）子どもたちが自ら動きだしたくなる課題の工夫。

※『子どもたちが自ら動き出したくなる課題とは』

授業のねらいにあった，子どもがわくわくする学習課題。

子どもが主体的に受け止める学習課題。（甲府スタイルより）
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（３）「見通し」と「振り返り」を取り入れる。

※「見通し」の二つの学習活動。

学習目標・学習内容の見通し。学習手順の見通し。

「振り返り」授業のねらいと対応する。言語化する。（甲府スタイルより）

（４）算数科から教科を広げての実践と研究。

（５）「新田スタンダード」の徹底。

「主体的・対話的で深い学び」のとらえ方

主体的な学び
・自ら動き出したくなる課題の工夫

・「見通し」と「振り返り」の取り入れ

「振り返り」の言語化 「見方・考え方」の力を養う
※個人内評価の重要性

・「新田スタンダード」の徹底

ノート指導と板書は表裏一体･･･ など

深い学び

対話的な学び
・子供同士の対話

・子供と教師の対話 「見方・考え方」の力を養う
・子供と地域の方との対話

・本を通して本の作者（先哲の考え方）

などとの対話

４ 研究の方法
（１）校内研修 （５月 ７月）

（２）授業研究

・２つのブロック（低学年ブロック・高学年ブロック）からの研究授業の提案。

・一人一実践による授業の提案。

（３）実態調査

・「話すこと・聞くこと（対話）」については，全学年共通のＱーＵアンケートで

実態調査を行い，話し合いの関係づくりができているか確かめる。

（４）研究の検証

・授業観察による検証
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５ 研究組織

低学年ブロック 高学年ブロック

１ 年：斉藤 ５ 年：磯部（授業者）

２ 年：若尾 ６ 年：清水宏次

３ 年：清水隆之（授業者） たんぽぽ：小川

４ 年：小池(ブロック長） ひまわり：荒井（ブロック長）

サポート：一瀬 サポート：河野

教務：校長 教務：教頭

小野，伊藤，小沢，佐野 渡辺，益子，深田，青柳

６ 研究経過

１回： 4月11日 今年度の方向性の確認

２回： 5月28日 学習会 「新指導要領改訂に向けた外国語教育について」

講師 甲府市教育委員会 大森 豊先生

３回： 6月 4日 本年度の研究の概要について

研究の内容と方法の研究討議

４回： 7月 3日 ユニバーサルデザインの視点について， 指導案について

５回： 7月25日 学習会 「道徳科」について

講師 甲府市教育委員会 風間 俊宏先生

５回： 7月25日 「通常学級における特別支援のあり方について」（小池 牧）

部会研究会

６回： 8月22日 全国学力学習状況調査（6年）の考察

県学力把握調査（3年，5年）の考察

教育課程研究協議会環流報告

総合教育研修講座環流報告

特別支援教育関東ブロック研究会環流報告

部会研究会

７回： 9月11日 部会研究会

８回：10月22日 低学年ブロック研究授業指導案の検討

９回：10月29日 低学年ブロック研究授業

算数科「はしたの大きさの表し方を考えよう」（3年 清水隆之）

10回：11月13日 高学年ブロック研究授業指導案の検討

11回：11月26日 高学年ブロック研究授業

算数科「図形の角を調べよう」（５年 磯部修一）

12回：12月11日 研究のまとめと反省・研究紀要作成について

13回： 1月22日 校内研究アンケートについて

14回： 2月 5日 来年度の方向性について

研究推進委員会
校長・教頭・渡辺・若尾・小池・荒井
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ユニバーサルデザインについて

１ ユニバーサルデザインとは，「すべての人のためのデザイン」を意味し，年齢や障が

いの有無などにかかわらず，最初からできるだけ多くの人が利用可能なデザインを行う

ことである。これを教育に当てはめ，「すべての児童生徒にとって『わかる，できる』

を保証する授業をデザインすること」を目指すものである。

２ 本研究における「ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくり」の定義

⇓ （山形県教育センターによる）

「すべての児童がわかる喜びや学ぶ意義を実感できるために，配慮を要する

児童には『ないと困る支援』で，他の児童にも『有効な支援』を，学級の実

態，教科の特性，指導場面などに合わせて工夫した授業づくり」

３ ユニバーサルデザインの７つの視点とその趣旨

【山形県教育センター「ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくり」より】

ユニバーサルデザインの視点
●視点１ 「教室環境」

①教室の整理整頓のしかたを決めて指導している。

（学級のもの・個人のもの）

②児童の実態に合わせた座席の位置を決めて指導している。

③学習時の視覚刺激の量に配慮している。

（前面の黒板とその周囲，壁面の掲示物の精選など）

④一週間や一日の予定などのスケジュールを見やすく掲示して指導している。

⑤急な連絡や予定の変更は，視覚的にわかりやすく伝えている。

●視点２ 「学習や生活のきまり」

①学習活動のきまりをわかりやすく定めて指導している。

（「聞くこと」，「話すこと」，「書くこと」など）

②学級生活のきまりをわかりやすく定めて指導している。

（時間のきまり，掃除や昼 食時のきまり）

③①②について，児童の実態を振り返り，必要に応じて見直しを図りながら指導して

いる。

④担当教科の学習活動のきまりは，学級・学年・学校のきまりを踏まえて，わかりや

すく定めて指導している。

●視点３ 「関係づくり」

①児童の理解，児童同士の関係の把握のために，観察・記録を大切にしている。

②児童同士が学級のことや友達のことについて話し合える場をつくるなど，かかわり

合える工夫をしている。

③時・場・相手などに応じたコミュニケーションの仕方について指導している。

④児童同士のトラブルについて，本人又は保護者との相談を通し，その望ましい在り

方を指導している。

⑤教科のねらいを達成するために学級ごとの特性を把握して指導している。
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●視点４ 「授業の構成」

①単元や本時の初めに，学習の流れを提示し，見通しを持って取り組めるようにして

いる。

②教科書，ノートやファイル，学習用具の準備について指導している。

③導入では，興味・関心を高め，動機づけを図る工夫をしている。

④わかりやすく主体的に取り組めるような課題設定を行い，自力解決のための思考の

手がかりを持たせている。

⑤展開では，主体的な学びを保障するための学習活動の時間配分を工夫している。

⑥ペア学習，グループ学習，一斉学習など，ねらいに応じて様々な学習の形態を工夫

している。

⑦集中力を高めたり気分を切り替えたりする活動を取り入れるなどの工夫をしてい

る。

⑧まとめでは，「わかった」，「できた」という満足感・達成感を実感できる活動を工

夫している。

●視点５ 「教師の話し方，発問や指示」

①児童の頑張りを認め，肯定的な表現で話しかけている。

②話し始める前に，興味を引く工夫をしている。

（タイミング，立つ位置，前置きなど）

③全体への発問や指示，個別の声がけや確認などの支援の仕方を工夫している。

④児童にわかりやすい発問や指示になるように工夫している。

●視点６ 「板書，ノートやファイル」

①授業の流れや内容がわかるように板書の構成を工夫している。

②教室の後ろの児童からも見えるような文字の大きさ，行間にしている。

③大事なところがわかるように工夫して示している。

（チョークの色，ラインや囲み，矢印や記号，掲示物の活用など）

④ノートに取りやすい板書の仕方を工夫している。

（スピード，タイミング，間など）

⑤ノートの取り方やファイルの整理の仕方を指導している。

●視点７ 「教材・教具」

①提示する内容をよりわかりやすくするための教材・教具を工夫している。

（具体物・写真・絵・動画，ICT（視聴覚）機器など）

②児童の発達段階に応じて，材料，道具，用具を準備して活用している。

③学習で使うプリントやワークシートは，読みやすく書きやすいように工夫している。

④児童の実態に合わせた対応ができるような教材を準備している。

（基礎や応用，発展など）


