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通常の学級に在籍する特別な教育的ニーズのある 

児童生徒に対する支援の在り方 

―「個」への支援を生かした、学び合う「学級集団」づくり― 
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児童生徒の支援について考える時に、困り感を抱える「個」への支援を生かしていく一方で、特別な

教育的ニーズのある児童生徒を受容する「学級集団」について考えていくことも大切である。本研究で

は、困り感を抱える児童生徒に寄り添う視点として、「わからない」といえる授業づくりについて検討

した。次に、一人一人の認知の特性に合わせた学び方の多様性を「学習のユニバーサルデザイン」で授

業の再構成をおこなった。さらに、児童生徒がかかわりながら聴き合い、学び合う「協同的な学習」を

授業に取り入れていくことで、学習課題を通じて児童生徒同士がつながり、互いに認め合い支え合って

いく、学び合う集団をはぐくんでいくことの効果を検証した。 
検証の場を小学校６年の算数と中学校１年の数学の授業に設定し、以下の手続きで研究を進めた。１）

学級集団の実態を把握 ２）支援が必要と思われる児童生徒の見立て ３）「わからない」といえる授

業づくりの視点と「学習のユニバーサルデザイン」による授業の再構成 ４）「協同的な学習」でかか

わり合いながら学ぶことの喜びを通して、成功体験の積み重ね ５）学級集団や支援が必要と思われる

児童生徒の見立てを修正して授業を再構成 

これらの検証の結果、学習活動の主体的な参加、学習課題の達成と成就感の獲得、学級集団の凝集性

やスキルの向上などの結果がもたらされることが明らかになった。 

 

キーワード:共生社会、「わからない」といえる授業、学習のユニバーサルデザイン、協同的な学習 
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Ⅰ 主題設定の理由 

１ 研究の背景 

第 61 回国連総会において採択された「障害者権利条約」1)第 24 条１では、「締約国は、障害者を

包容する教育制度(an inclusive education system)及び生涯学習を確保する」と定義している。この

インクルーシブ教育 2

「障害とは、何らかの障害のある児童生徒に対する態度及び学校環境による障壁との間の相互作用であっ

て、障害のある児童生徒が周りの児童生徒と学校生活に参加することを妨げるものによって生じること。」 

)を実施することは、当該国の状況に応じて、様々な障害を抱える幼児児童生徒

への指導に対して、すべての教育関係機関が責任を負うことを示している。また、同条約前文におい

て、障害とは、「障害者と障害者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用」であるとして、

障害についての概念を改めて定義した。この概念を学校に置き換えてみると、 

と解釈することができる。つまり、障害そのものが困り感ではなく、それらの特別な教育的ニーズ(以

下 教育的ニーズ)を受容できない学校や個人との相互作用であって、同等に学校生活に参加すること

を困難にするものであるといえる。これらの障壁との間の相互作用によって生じる困り感を取り除く、

もしくは軽減していくことは、共に育ち、共に学ぶ「共生社会」の実現につながる。これからの特別

支援教育の将来的なビジョンは、共生社会を学校に実現していくことである。 
２ 特別支援教育の現状 

通常の学級での教育的ニーズのある児童生徒への支援形態は、個別の指導が中心である。しかし、

授業への参加は、依然として受動的な傾向にある。学級担任や教科担任による一斉指導の中では、周

りの児童生徒とかかわりながら学習する場面は少なく、達成感や成就感を感じることが難しい。また、

思春期前期をむかえる小学校高学年代から中学校年代頃まで、アイデンティティの形成における「集

団同一性」という発達課題に位置し、「みんなと同じことで安心」という指向が強い。その結果、在籍

する学級から離れ、特設の場での個別の指導や、授業の中で個別の配慮指導をすることでかえって、

児童生徒の自尊感情を低下させてしまうことも少なくない。 

特別支援教育としてできることは、個別の指導だけではない。教育的ニーズのある児童生徒も学級

の一員であるという認識の中で、学級づくりや授業づくりの在り方を再検討していく必要がある。 

 これらのことから本研究では、通常の学級に在籍する教育的ニーズのある児童生徒に対する支援を

学級集団の一員としての学級及び授業支援の在り方を探っていくことを研究主題に設定した。 

研究主題 

通常の学級に在籍する特別な教育的ニーズのある児童生徒に対する支援の在り方 

３ 研究の目的 

これまで、教育的ニーズに応じた授業中の支援は、「個別の指導計画」に基づいて、個別の支援を工

夫してきた。しかし、それらの支援の多くは、児童生徒の困り感やつまずきが大きくなってから行う

「対処型の支援」3

                                               
1)「障害者権利条約」(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)は、21世紀では初の

)が中心であった。 

国際人権法に基づく人権条約である。

2006年 12月 13日に第 61回国連総会において採択された。日本は、2007年９月 28日に署名した。「外務省 HP 障害者の権利に関する

条約和文テキスト(仮訳文)http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/shomei_32b.html (2010年９月１日) 
2)インクルーシブ教育とは、inclusive「包含する、含まれる」の意味であり、様々な子どもたちと、共に生き、共に学ぶという教育の在

り方を示す。困り感を抱える子ども、日本語を母国語としない子ども、様々な文化や環境のすべてを包み込み、共に育ち、共に学ぶ教

育環境である。 
3)平成 20・21年度武蔵野市教育委員会教育課題研究開発校 武蔵野市立千川小学校「通常の学級における特別支援教育の視点を生かし

た教科指導の充実～国語科の指導を通して～ 対処型の支援と対応型の支援はどう違うのか」2009年 

http://www.musashino-city.ed.jp/~gakkou012/kenkyu/091106kaisai.pdf (2010年 9月 1日) 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E6%B3%95�
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/shomei_32b.html%20(2010�
http://www.musashino-city.ed.jp/~gakkou012/kenkyu/091106kaisai.pdf　(2010�
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図１ 「対処型の支援」と「対応型の支援」 
(本研究会議作成) 

今後の特別支援教育では、障害の有無にかかわら

ず多様なニーズを積極的に取り入れた「対応型の支

援」を展開していくことが必要である。つまり、学

級の中で支援が必要な児童生徒を念頭に置きながら、

誰もが「わかりやすい」授業づくりと誰もが「安心

できる」学級づくりを同時に考えていくことが求め

られている(図１)。 

４ 特別支援教育の本質 

教師が、悩んでいる児童生徒に寄り添い、困り感を抱えている児童生徒に「大丈夫ですか」と声を

かけることだけが支援ではない。困り感を抱えている児童生徒が学んでいく中で、児童生徒同士との

つながりを広げることも支援の大きな柱の一つである。つながっていくことで、学びが深くなり、互

いに認め合うこと、その経験を積み重ねることによって学級が安心できる居場所になること、それが

特別支援教育の本質である。 

これらの理由から、これまで行われてきた個別の支援を生かした学級集団での支援を具体化し、教

育的ニーズのある児童生徒を包括する「集団づくり」による「個」への変化を検証していく研究副主

題を設定した。 

研究副主題 

「個」への支援を生かした、学び合う「学級集団」づくり 

検証の場を、[研究１ 小学校][研究２ 中学校]として検証を進めた。検証授業は、算数・数学の

授業で行う。算数・数学の「学習内容の構造や系統性がわかりやすいこと」「繰り返しの学習が可能な

こと」「つまずきの要因や手立てが見えやすいこと」という特質を生かした。 

Ⅱ 研究の内容 

１ 研究の仮説 

研究仮説１  

「わからない」といえる雰囲気をつくり、学習のユニバーサルデザインや協同的な学習により、児

童生徒が自信をもって学習活動に取り組む姿勢や意欲を育てることで、学習課題を達成できる。 

研究仮説２ 

授業で児童生徒一人一人が自分の考えを伝え、互いに認め合う場面をつくることで、学級の凝集性

が高まり、教育的ニーズのある児童生徒を含めた学級全体の自尊感情が向上する。 

２ 研究の手順                    表１ 研究の手順(本研究会議作成) 

（１）学級及び児童生徒の実態把握[研究１ 小学校][研究２ 中学校] 
①学級目標 ②学級担任の思い ③学級の様子と「かわさき共生＊共育プログラム」効果測定の結果 ④教育的ニー
ズが必要な児童生徒の様子(チェックリスト、学級担任、特別支援教育コーディネーターより聞き取り)  ⑤「楽しく」
「わかりやすい」授業のためのアンケートの実施 
（２）学び合う「学級集団」づくりの検討 
①「わからない」といえる授業づくり ②学習のユニバーサルデザイン ③協同的な学習 ④子どもたちに寄り添う
授業づくりのチェックリストの実施 ⑤３つの視点及び手立てを取り入れた指導案づくり   
（３）研究の実際[研究１ 小学校][研究２ 中学校] 
①学級及び児童生徒の実態把握 ②研究員による授業観察 ③３つの視点及び手立てを取り入れた指導案づくり ④
検証授業 ⑤算数・数学 授業振り返りシート ⑥教育的ニーズのある児童生徒の授業中の積極的参加行動 ⑦３つ
の視点からの考察 

３ 学級及び児童生徒の実態把握 

学級担任や特別支援教育コーディネーターと相談しながら、学級及び児童生徒の実態把握をおこな
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った。「かわさき共生＊共育プログラム」4)効果測定による学級集団のアセスメントやチェックリスト

による教育的ニーズのある児童生徒のアセスメント 5

４ 学び合う「学級集団」づくり 

)を実施した。 

（１）「わからない」といえる授業づくり 

①授業のカウンセリングマインド 

教師はしばしば、「みんなわかりましたか」「わからない人いますか」と児童生徒に問いかける。し

かし、「ここがわからない」「これができない」といえるというのは、実はわかっているということで、

本当にわからない児童生徒は、そう聞かれてもどこを質問してよいか、戸惑っているのではないだろ

うか(表２)。また、教師は、本時のねらいに即した「期待した答え」を順番になぞるような授業をお

こなっていないだろうか。そのようなやりとりの陰に、つまずいていても「わからない」と言い出せ

ない児童生徒が少なからずいるのではないかと考えられる。 
教育的ニーズのある児童生徒は、これまでの成長過程で数々の「失敗経験」を重ねてきている。失

敗や間違いを繰り返し、「わからないこ

と」「できない」ことで、自尊感情をも

てずにいると考えられる。授業中の困

り感と失敗経験への恐れが、学習への

取組をより受動的にしていると考えら

れる。 
 また、「わからない」と言えないのは、

教育的ニーズのある児童生徒だけでは

ない。「わからない」といえる雰囲気を

学級にはぐくむことは、つまずいてい

る児童生徒にとってはもちろん、すべ

ての児童生徒が質問しやすくなり、「わ

かりやすい授業」づくりの原点といえ

る。これからは、「わかりやすい授業」や「安心できる学級」をめざしていくために、「できない」「わ

からない」と感じる児童生徒が孤立感や疎外感を感じないように、教師はすべての児童生徒に寄り添

うカウンセリングマインドをもつことが必要である (表３)。 
②聴く姿勢と話す姿勢を一緒に育てていく 

 児童生徒が自分たちの言葉を使って、意思や考え方を伝え合う言語活動の充実が求められている。

そのためには、学級づくりの中で互いの話を聴き合うことを習慣にすることが大切である。そこで、

まず教師が児童生徒の身体的傾聴モデルとなることである。そして、「アイコンタクト」「身体的表現」

などの非言語コミュニケーションのスキルから言語的コミュニケーションスキルを育てていくことで、

心が通う聴き合いへと変わっていくのではないだろうか。 

熊谷(2009)は、「話す子どもは、『聞き手を意識する』ようになり、聞く子どもは、『集中して』聞く

ようになる。」6

                                               
4)「かわさき共生＊共育プログラム」子どもたちのよりよい人間関係をめざして、川崎市教育委員会が独自に開発したプログラムである。

平成 22年度より、市内市立学校で実施されている。年間６時間を標準として様々なグループワークトレーニングを通して、「社会性」

をはぐくむプログラムと標準化された効果測定を行い、学級経営や日常の指導の工夫・改善に生かしていく。 

)ことを述べている。つまり、コミュニケーション能力を育てるために、話すことと聴

5)「ほんとうのわたしを見つけて Ver.2(認知・行動評価表)」(平成 11年３月埼玉県立南教育センター)は、学校種別や生活年齢、担任

制の違いに応じたチェックが可能である。この点を考慮して一部改編してアセスメントに利用した。 
6）熊谷純『算数授業を変える教師の力―子どもたちが「わかった!」「できた!」を実感できる指導の秘訣』東洋館出版社 2009年 pp.60-96 

ア） 教師はいつも「笑顔で」 

イ） 「わからないこと」への受容的、肯定的、共感的態度 

ウ） 児童生徒の発言を、受容し共感しながら聴く(教師が身体的傾

聴モデルとなる) 

エ） 肯定的な表現「～してはいけません」より「～しましょう」 

オ） 児童生徒の考えやひらめきを価値づけする 

カ） 「できる」ことより、「わかろうとする」活動を褒める 

キ） 注意の喚起、アイスブレイクやユーモア 

表３ 授業のカウンセリングマインドの例(本研究会議作成) 

ア） 「わかならないところ」はわかるが、言えない 

イ） 「どこがわからないか」も、わからない 

ウ） みんなの前で、間違えたくない 

エ） 恥ずかしい。目立ちたくない 

オ） わかっているが、誰も発言しない中では発言しにくい 

表２ 「わからない」ということ(本研究会議作成) 
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くことを別々に考えるのでなく、話し手の伝えたい思いがあり、聴いてくれる人を意識することで、

対話が成立するからである。つまり、話し手と聞き手を同時に育てていくのである。本研究では、授

業を通じて、非言語コミュニケーションのスキルとして、以下のような指導を取り入れた。 

話を聴いて、わかったら「うなずく」。わからなかったら、「首をかしげる」。 

③「わからない」といえる発問の工夫 

授業中の児童生徒の心理として、「わかりたい」「できるようになりたい」「聴いてみよう」という気

持ちよりも、「恥ずかしい」「間違えたくない」という気持ちが先に立つことがある。また、わからな

くてもその場をやり過ごす、わかったふりをして周りの児童生徒と同じことを繰り返すこともある。 

教師が「わからない人いますか」と尋ねても、教師と生徒の信頼関係が深くないと、児童生徒はな

かなか口を開かないのではないだろうか。教師は、児童生徒の心理的負担を軽減する雰囲気づくりを

することが大切である。熊谷(2009)は、「児童生徒に寄り添った発問の工夫」6)として、 

ア）「今、先生に『説明してくれますか』と、言われたらたら困る人どのくらいいますか」 

イ）「こんなふうに考えた○○さんの気持ちがわかりますか」 

という発問の工夫について述べている。このように、「わからない」といえる雰囲気をはぐくみ、つ

まずきから学ぶ授業になれば、すべての児童生徒の学びを保証できるのではないだろうか。 

（２）学習のユニバーサルデザイン 

教育的ニーズの多様化により、すべての児童生徒が、一斉指導で教育を受けること(one-size-fits-all 
approach to education)は難しくなってきている。近年、通常の学級における教育的ニーズのある児

童生徒にとって必要な支援が、個別の配慮指導としてだけでなく、どの児童生徒にとっても便利な支

援ととらえる学習のユニバーサルデザイン(Universal Design For Learning(UDL))の研究や実践が行

われている。 
ただし、学習のユニバーサルデザインは、周りの児童生徒が学習課題や指導方法を教育的ニーズの

ある児童生徒に合わせるものではない。大人でも子どもでも、認知の特性に得意不得意がある。すべ

ての児童生徒が必要な視覚情報・聴覚情報等を自由に選択でき、課題や意欲をもって学習できるよう

にする。つまり、児童生徒が自分に合った学び方を必要に応じていつでも利用できるように、教師が

授業の展開や指示・提示の仕方、学習活動の目標や手段を工夫することである。 

表４ 学習のユニバーサルデザインを取り入れた授業づくりの手立て 

(Center of Applied Special Technology(CAST)『Universal Design For Learning(UDL) Guidelines  
Version 1.0. Wakefield, MA: Author.』(2008)を参考に本研究会議で作成) 

Ⅰ．Representation 
多様な指示・提示方法の使用 

Ⅱ．Action and Expression 
多様な表現方法の使用 

Ⅲ．Engagement 
多様な参加方法の使用 

①授業・板書・ノートの構造化 

(パターン化) 

②聴覚情報の可視化(ビジュアルに) 

③視覚情報の言語化(バーバルに) 

④課題の焦点化(シンプルに) 

⑤情報の共有化(シェアーして) 

①口頭で話すこと 

②文字や式などで書くこと 

③図やグラフなどで書くこと 

④絵などで描写すること  

⑤身体的表現(表情、ジェスチャー、

うなずく、首をかしげる等) 

①考えや意見が必ず認められること 

②必要な時に友達に依存できること 

③一人・ペア・班・学級で参加  

④興味をひく学習課題   

⑤注意の喚起・集中の保持・気持ち

の切りかえ 

⑥スモールステップ 

本研究では、学習のユニバーサルデザインを、金子(2007)「認知の弱さをつまずきに変えない手段」7

                                               
7)金子晴恵 日本ＬＤ学会第 18回大会 教育講演 a「ＬＤ教育における授業のユニバーサルデザイン」2009年 

)

ととらえて、学び方の多様性を一斉指導に生かしていくこととした。また、学級及び児童生徒の実態

把握からつまずきの背景を探り、学習のユニバーサルデザインの「指示・提示方法」「表現方法」「参

加方法」の３つの理念から授業づくりの手立てを検討した(表４)。 
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「みんなのわ」 

わからなかったら、友達に聴こう 

困っていたら、わかりやすく教えよう 

わきあいあい 

みんなで、わかち合おう 

表５ 協同的な学習のキャッチフレーズ 
(本研究会議作成) 

ア）コーディネーター的役割（一人一人の学び方を学級全体に伝える） 

①児童生徒のひらめきや考えを価値づけし、可視化・言語化する 

  
②つまずいている児童生徒の困り感を可視化・言語化する 

 
 

イ）ファシリテーター的役割（児童生徒のひらめきや考えを引き出し、

別の児童生徒につなげていく） 

①予想「○○さんの考えの続きが言えますか」 

②言い換え「○○さんの考えを自分の言葉で話してくれますか」 

③要約「○○さんの言いたかった事は何ですか」 

④共感「○○さんの考えのすばらしいところはどこですか」 

「おもしろい考え方をしています

よ！みなさん、○○さんに聴いて

みてください。」 

「○○さんは、・・・で困っている

みたいです。誰かヒントを教えて

くれるかな。」 

表６ 教師のコーディネーター的役割とファシリテーター的役割 
(熊谷(2009)を参考に、本研究会議作成） 

（３）協同的な学習 8

①子どもをつなぐ授業づくり 

) 

教師が教育的ニーズのある児童生徒への個別の配慮指導

を行うことで、周りの児童生徒とのかかわりを遮ってしま

うことは考えられないだろうか。周りの児童生徒からみれ

ば、「あの子は、先生がみてくれるからかかわらなくてよい」

という印象を与えてしまうこともあると思われる。 

通常の学級で、学び方の多様性を一斉指導に生かしていくためには、「教師が何を教えるのか」と

いう授業から、児童生徒が「何を(課題)」「どうやって(方法)」「どうすればよいのか(目標)」を学

ぶ授業へと転換し、すべての児童生徒同士が互いの考えを聴き合う授業形態「協同的な学習」とする

ことで、学び方の多様性を認め合う関係が築けるのではないかと考えた。 

「協同的な学習」における教師の役割は、個別の配慮指導よりも先に、児童生徒同士をつなげるこ

ととした。さらに、「わからないことがあったら、友達に聞こう」と、授業中の自然なつぶやきや聴き

合いを積極的に認めていくようにした。そして、学級に、自然に聴き合い、学び合う学級風土をはぐ

くむことができるように、学級担任と相談しながら、キャッチフレーズや教師の思いとして適宜児童

生徒に伝えていくようにした(表５)。  

②教師の役割 

児童生徒同志が聴き合い、学び合う授業づくりの中で、活動場面に応じた教師の役割を明確にして、

児童生徒をつなぎ、互いの考えを聴き合うように工夫した。 

ア）コーディネーター的役割 

自力思考・集団思考の活動では、

教師は、児童生徒同士をつなぐ役割

として、原則として個別の配慮指導

は行わない。児童生徒の学習課題へ

の取組状況を観察し、児童生徒の学

習の進捗状況を言語化・可視化しな

がら提供し、学級全体で情報を共有

する(表６)。 

イ）ファシリテーター的役割 

練り上げの活動では、教師が教示

したり、まとめたりしない。児童生

徒の言葉を引き出し、要約させたり、

言い換えさせたり、補足させたりし

ながら、学習課題の解決の方略を示

唆していく(表６)。 

③授業中の積極的参加行動 9

                                               
8)涌井恵(2006)は、「学習障害児の多くは、学習上の問題と共に仲間とのトラブルなど社会性の問題も有している。（中略）そこで、仲間

との相互協力的な関係の組み込まれた協同学習によって、学業成績のみならず、仲間との相互交渉を促進し、学習障害児の社会的適応

を改善するための支援プログラムである」と述べ、学習効果と社会性をはぐくむプログラムであるとしている。 

) 

9)安藤史高 他(2008)「授業に対する動機付けが積極的参加行動に及ぼす影響―自己決定理論に基づいて―」教育心理学研究 第 56 巻

第２号「積極的授業参加行動の下位尺度項目」を参考に、本研究会議で内容を検討し作成した。 
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図２ 子どもたちに寄り添うチェックリスト(本研究会議作成) 

本研究では、授業中の児童生徒の学びの活動主体を、「教材とのかかわり」「教師とのかかわり」「学

級集団とのかかわり」「児童生徒とのかかわり」の４つの視点でとらえ(表７)、抽出した教育的ニーズ

のある児童生徒の一単元時間のかかわりについて分析した。離席、または着席しているが授業にかか

わっていない状態を「かかわりなし」とし、①「教材・学習課題とのかかわり」を中心に、教師や学

級集団、児童生徒とのかかわりと学習課題の達成との関係性を分析した。10

表７ 授業中の積極的参加行動の分析(本研究会議作成) 

) 

授業中の学びの活動主体 授業中の活動及び様子 

かかわりなし 

 

・よそ見している・注意が散漫・寝ている・手遊びする・筆箱などをいじる 

・他人にちょっかいを出す(かかわりなしと判断)  など 

① 教材・学習課題とのかかわり 

児童生徒  → 教材  

・教科書やノートを用意する・教科書やノートを見る・教科書を読む・教科書に

印をつける・ノートに書く・ワークシートをノートに貼る  など 

② 教師とのかかわり１ 

児童生徒  → 教師  

・教師の方を注目する・教師の話にうなずく・教師の話に相槌をうつ・「わから

ないので、教えて」と言う  など 

③ 教師とのかかわり２ 

教師  → 児童生徒  

・注意の喚起・児童生徒を見る・児童生徒に声をかける・助言する・質問する・

褒める  など 

④ 集団とのかかわり１ 

児童生徒  → 集団  

・挙手する・考えを話す、発表する・わからないことを質問する  など 

⑤ 集団とのかかわり２ 

集団  → 児童生徒  

・注意の喚起をうける・児童生徒を見られる・児童生徒に声をかけられる・助言

してもらう・質問される・褒められる  など 

⑥ 児童生徒とのかかわり１ 

児童生徒  → 児童生徒  

・声をかける・教える・「わからないので、教えて」と言う・褒める  など 

⑦ 児童生徒とのかかわり２ 

児童生徒  → 児童生徒   

・声をかけられる・わからないところを教えてもらう・「わからないので、教え

て」と言われる・褒められる  など 

⑧ 児童生徒同士のかかわり３ 

子ども  ⇔ 子ども  

・違いを見つける・同じを見つける・意見を交換する・共感する・感謝する・聴

き合う・伝え合う・話し合う・学び合う  など 

（４）子どもたちに寄り添う授業づくりのチェックリストの実施 

児童生徒に寄り添う授業づ

くりができるように、セルフ

チェックリストを作成した。

このリストを使用し、教師自

身が授業改善へのめあてとな

るように工夫した。３つの視

点及び手だてを取り入れた項

目を教師自身が確認すること

により、指導の傾向について

の特徴を把握し、授業改善の

目安とした(図２)。 

（５）３つの視点及び手立てを取り入れた指導案づくり 

３つの視点及び手立てを取り入れた指導案づくりについて検討した(表８)。検証授業では、学習の

ユニバーサルデザインの「Ⅰ 多様な指示・提示方法の使用」を取り入れた、構造化(パターン化)・

可視化(ビジュアルに)・言語化(バーバルに)・焦点化(シンプルに)・共有化(シェアーして)された授

業展開・構成とした。そして、学習のユニバーサルデザイン「Ⅱ 多様な表現方法の使用」「Ⅲ 多様

                                               
10)分析方法は、固定カメラによりビデオ撮影した。時間サンプリング法を用い、授業開始２分後から終了時までの積極的参加行動(表７)

の出現をチェックし、授業時間における積極的参加行動の割合を求める。行動の観察期間を等しいインターバルに分け、インターバル

の終わりに標的行動が生じたか(＋)、生じなかったか(－)を観察し、行動が生じたインターバルのパーセンテージで表す方法。時間の

インターバルは２分とする。２名の観察者で観察を行い、共に積極的参加行動が見られると見解が一致した場面をカウントする。また

得られたデータの信頼性は観察者間一致度の計算式、一致率÷サンプル総数×100＝一致率(％)で検証することとする。一致率について

の詳細は、後で述べる。 
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な参加方法の使用」を最大限に生かしていくために、一単元時間の授業の中心に協同的な学習を据え

て、児童生徒の多様な表現方法や多様な参加方法を積極的に取り入れた授業を構成した。 

一つ一つの学習活動では、児童生徒が「何を(課題)」、「どうやって(方法)」、「どうすればよいのか(目

標)」を指示・提示していくことで、学習の見通しをもち、取り組みやすいものとした。 

また、授業中の学習活動は、「聴く」「見る」「書く」「考える」「話し合う」「発表する」「ふりかえる」

など、形態の異なる活動を５～10分で行うことで、注意集中が持続できるように工夫した。 

授業の全体構成は、本市算数研究会の指導案を参考にして、①「導入」②「学習課題の提示」③「学

習のめあてを引き出す」、④「自力思考～集団思考」、⑤「練り上げ」⑥「今日のふりかえり」の流れ

で、授業づくりをおこなった(表 12・18) 。       

表８ 指導案に取り入れた３つの視点及び手立て(本研究会議作成) 

「わからない」といえる授業づくり 学習のユニバーサルデザイン 協同的な学習 

１．授業のカウンセリングマインド  

①教師はいつも「笑顔で」 ②「わからないこと」

への受容的、肯定的、共感的態度 ③児童生徒の発

言を受容し共感しながら、傾聴する(教師が身体的

傾聴のモデルとなる)  ④肯定的な表現「～しては

いけません」より「～しましょう」 ⑤ 児童生徒

の考えやひらめきを価値づけする ⑥「できる」こ

とより、「わかろうとする」活動を褒める ⑦注意

の喚起、アイスブレイクやユーモア 

２．聴く姿勢と話す姿勢を一緒に育てていく 

「話を聴いて、わかったら「うなずく」。わからな

かったら、首をかしげる。」 

３．「わかったふり」から「わからない」といえる

雰囲気づくり 

①「今、先生に『説明してくれますか』と、言われ

たら困る人どのくらいいますか」②「こんなふうに

考えた○○さんの気持ちわかりますか」 

１．「多様な指示・提示方法の使用」 

①授業・板書・ノートの構造化 ②聴覚

情報の可視化 ③視覚情報の言語化 

④課題の焦点化 ⑤情報の共有化 

２．「多様な表現方法の使用」 

①口頭で話すこと ②文字や式などで

書くこと ③図やグラフなどで書くこ

と ④絵などで描写すること ⑤身体

的表現(表情、ジェスチャー、うなずく、

首をかしげる) 

３．「多様な参加方法の使用」 

①考えや意見が必ず認められること 

②必要な時に友達に依存できる ③一

人で・ペアで・班で・学級で ④興味を

ひく学習課題  ⑤注意の喚起・集中の

保持・気持ちの切りかえ ⑥スモールス

テップで 

１．教師の思い  

「わからないことは、

友達に聴こう」 

２．場の設定  

①コの字型 ②前向

き型 ③生活班 

３．教師の役割 

①コーディネーター

的役割 ②ファシリ

テーター的役割 

【学びの活動主体】 

①「教材とのかかわ

り」 ②「教師とのか

かわり」 ③「児童生

徒とのかかわり」 ④

「学級集団とのかか

わり」 

５ 研究の実際 

[研究１ 小学校]  川崎市立小学校６年(35名) 

（１）学級及び児童の実態把握 ※課題となるエピソードに下線を記した。 

 ア)学級目標、イ)学級担任の思い、ウ)学級の様子と効果測定の結果、エ)教育的ニーズのある児童

生徒の様子、オ)「楽しく」「わかりやすい」授業のためのアンケートの結果から実態把握を行った。 

表９ 学級及び支援が必要と思われる児童の様子[研究１ 小学校] (本研究会議作成) 

ア） 学級目標「明るく 楽しく 元気よく」 

 

イ） 学級担任の思い (1)児童が自分の言葉で、思いや考えを発信できるよう

な学級環境を整えたい。(2)友達の悩みも自分の悩みのように考え、解決してい

くような、みんなで支え合っていくクラスにしたい。(3)失敗を恐れず、どんな

ことにも挑戦していくようにしたい。(4)誰もが居場所のある学級にしたい。 

ウ） 学級の様子(６月)と「かわさき共生＊共育プログラム」効果測定の結果  

全体的に男女仲よく、お互いをニックネームで呼び合い、明るく過ごしてい

る。運動会でも、男女お互いの競技を応援する様子が見られる。また、お手伝

い好きで進んで行動をする児童や、他の児童が困っていると進んで手を差し伸

べてくれる児童が多い。係活動では、進んで取り組み、みんなを喜ばそうとす

る姿も見られる。しかし、相手の気持ちをあまり考えずに、冷たい言葉を発し

てしまうこともある。学習に関しては、自分で調べたり、考えたりすることが

しっかりとできている。しかし、自分でしっかりとした考えがあるにもかかわ

らず、進んで発言することができない。 

「かわさき共生＊共育プログラム」効果測定の結果から、スキル・信頼感と

も高く、まとまりのある学級であると推測できる。一方、Ｃ群やＤ群に属して

いる支援が必要な児童も見られる。(図３) 

エ） 教育的ニーズのある児童の様子(Ａさん 男児) 

図３ 「かわさき共生＊共育プ
ログラム」効果測定 
(本研究会議作成) 

 

Ａさん 
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図４ Ａさんアセスメント  

担任との信頼関係は深くなってきた。学習面では、文章題は苦手だが計算は得意。

授業中は、机の下に入り込んでしまうことが多い。最近、球技大会でクラスの仲間

に認められて、自分からクラスの仲間とかかわるようになってきた。昼休みに自分

から仲間に入れてもらい、ドロ警をして遊んでいる。Ａさんとグループとを取り持

ってくれる児童がいる。その児童がいない時は、担任のところに遊びに来る。クラ

スの中で声をかけてくれる児童も多い。自校献立の給食の時は、自由な班で食べる

が、「一緒に食べよう」と声をかけてくれる児童がいる。声をかけてもらえると笑

顔で嬉しそうにしているが、特別扱いを受けている気持ちや自信がもてないことな

どから、素直に好意を受け取ることができず、担任と食事することが多い。何かき

っかけを見つけて、周囲とのかかわりを自然にもてるようにしたい。「かわさき共

生＊共育プログラム」効果測定の結果では、要支援群に位置している。(図３) 

オ） 「楽しく」「わかりやすい」授業のためのアンケートの結果 ※質問内容は、研究１・２共通 

質問１ 算数・数学は、好きですか。 

質問２ 算数・数学の授業で、「楽しい」「わかりやすい」と思う時は、どんな時ですか(複数回答可)。 

１ 「時間を守る・話し方・聞き方・発言の順番など」ルールが守れている時 ２ みんながていねいな(やさし

い)言葉で話している時 ３ 授業中、けじめをもって参加している時 ４ クラスの仲間と助け合い、思いやる

時 ５ 自分のやり方や考え方に、自信がもてた時 ６ 話し合い、教え合う時 ７ 授業の内容に、興味がも

てた時 ８ 授業の内容が、わかった時 

質問３ 算数・数学の授業で、「楽しくない」「難しい」と思う時は、どんな活動ですか。 

１ 発表すること  ２ 質問すること  ３ 書くこと  ４ 聴くこと  ５ 考えること 

○算数・数学の授業で、先生に、質問や要望があったら自由に書いてみましょう(記述) 

【結果・考察】 

質問１「好きではない」９％、「どちらかというと好きではない」12％と、学級の約４分の１の児童が算数に苦手意

識をもっていると考えられる。「大好き」13％、「どちらかというと好き」28％と肯定的な児童は、41％であった。 

質問２「授業の内容がわかったとき」32％、「授業に興味がもてたとき」18％、「話し合ったり、教えあっていると

き」17％、「自分のやり方や考え方に、自信がもてたとき」10％、「クラスの仲間と助け合ったり、思い合ったりする

とき」12％ 

質問３「考えること」32％、「発表すること」32％、「質問すること」15％ 

○児童からの質問や要望(記述) 

・もっと楽しく授業したい(多数)。・先生は、算数が好きですか。算数が好きになる方法を教えてください。・最近、

塾に通っているから、いろいろな算数を出してください。・個別の指導をしてほしい(多数)。 

（２）研究員による授業観察 

６月に、研究員による授業観察を実施した。①「わからない」といえる授業づくり②「学習のユニ

バーサルデザイン」③「協同的な学習」の３つの視点から実態把握の考察を行った。学級及び児童生

徒の実態把握と支援が必要と思われる児童生徒の把握、学習への取組などの情報の収集をした。 

表 10 研究員による授業観察 ６月８日(火)[研究１ 小学校](本研究会議作成) 

【研究１ 小学校 考察】 

①「わからない」といえる授業づくり  一部の児童が挙手、発言、一斉授業の中での個別の配慮指導 

②学習のユニバーサルデザイン  教師の聴覚情報が多い、ワークシートを配布し、板書での書字を軽減 

③協同的な学習  教師と一部の児童との「発問・回答」で授業を構成、児童同士の対話はなかった 

（３）３つの視点及び手立てを取り入れた授業づくり[研究１ 小学校] 

 学級及び児童生徒の実態把握及び授業観察から、手立ての重点を検討した(表 11・17)。 

 表 11 手立ての重点[研究１ 小学校](本研究会議作成)  

「わからない」といえる授業づくり 学習のユニバーサルデザイン 協同的な学習 

１．授業のカウンセリングマインド  

 

１．「多様な指示・提示の使用」 

２．「多様な表現方法の使用」 

３．「多様な参加方法の使用」 

 

１．教師の思い  

２．場の設定  

①コの字型 ③生活班 

３．教師の役割 

表 12 小学校 指導案例[研究１ 小学校] (本研究会議作成)※表８ 指導案に取り入れた３つの視点及び手立てを参照 

学習活動 「わからない」といえる 

授業づくり 

学習のユニバーサル 

デザイン 

協同的な学習 

１．あいさつ ・注意の喚起 1-⑦ ・注意の喚起 3-⑤ ・座席をコの字型にする 
2-① 

２．本時の学習活動の流れ(導
入) 
 
・諸連絡  ・前時の復習 

・語りかけるように話す 
1-①～④ 

・授業の見通しをもつ 1-① 
・スモールステップ 3-⑥ 
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３．学習課題の提示 
・ワークシートの配布 
・赤いチョークで学習課題を枠
取り 

 ・興味をひく学習課題 3-④ 
・学習課題を大きく提示・音
読 1-②③ 
・書字の軽減、ノートの構造
化 1-① 

【学びの活動主体】① 

４．学習のめあてを引き出す 
・黄色のチョークで吹出し 

 ・児童の言葉を引き出し、価
値づけする 1-②、3-① 

 

５．自力思考から生活班での集
団思考 

・注意の喚起、アイスブレ
イクやユーモア 1-⑦ 

・各班の学習の進捗状況を観
察し、可視化・言語化・共有
化する 1-②③⑤ 
・活動時間を板書し、口頭で
伝える 1-①⑤ 
・得意な方法で表現できる 
2-①から⑥ 
・班の友達に聞く 3-①② 

【学びの活動主体】③ 
・座席を生活班にする 2-
② 
・わからないことは、友達
に聴こう 1 
・教師のコーディネーター
的役割として、児童同士を
つなぐ 3-① 

６．集団思考（練り上げ） 
・緑のチョークで吹出し 
 

・「わからないこと」への
受容的、肯定的、共感的態
度 1-② 
・児童の発言を受容し共感
しながら、傾聴する 
1-③ 
・児童の考えやひらめきを
価値づけする 1-⑤⑥ 

・画用紙やホワイトボードを
活用し、考えや方略を可視化
できる 2-①～⑥ 
・児童の言葉を引き出し、価
値づけする 3-① 
 
 

【学びの活動主体】②④ 
・教師のファシリテーター
的役割として、一部の児童
が全部発言せずに、多くの
児童が発言できるように
工夫する 3-② 

７．今日のふりかえり 
  ・ふりかえりをノート記入 

 ・本時の学習のねらいをまと
める 1-④⑤ 
 
 
 
 
 

 

８．あいさつ・連絡  ・気持ちの切りかえ 3-⑤  

（４）検証授業[研究１ 小学校]   

                      表 13 検証授業の経緯[研究１ 小学校] 

① ９月９日(木) 単元「分数と整数のかけ算・わり算」 

学習課題「お好み焼きを 1 枚作るのに、小麦粉を２/７kg 使います。

このお好み焼きを３枚作るには、小麦粉を何ｇ必要でしょう。」 

めあて「分数と整数のかけ算のやり方がわかる」 

主な手立て・工夫 

・コの字型 ・わからなかったら、友達に聞

こう！ ・書字の軽減、板書・ノートの構造

化 ・授業の構造化、指示、提示の焦点化 

考察 ①一部の児童の発表になってしまった(×) 

②Ａさんが、適応問題で発表する機会があり、成功体験が増えた(○) 

② ９月 22日(水) 単元「単位量あたりの大きさ(速さ)」 

学習課題「先生が３人で走りました。一番速いのは誰でしょう。」 

めあて「一番速いのは、誰でしょうか。わかりやすい比べ方を考えよう」 

主な手立て・工夫 

・興味をひく学習課題 

・各班に画用紙を配付 

考察 ①Ａさんとのかかわりは生まれなかったが、同じ班の発表場面で画用紙を持つ発表の手伝いをした(△) 

②班ごとに考え方を画用紙にきれいに書き上げようとしたため、発表に時間がかかってしまった(×) 

③ 10月 22日(金) 単元「分数のかけ算」 

学習課題「
3
4

× 2
5

× 1
3
を計算しよう。」(３口の分数のかけ算) 

めあて「より正確に解ける方法を考えよう」 

 

主な手立て・工夫 

・各班にホワイトボードを配付 ・コの字型～４人班へ

机を移動～黒板の前に座る ・「練り上げ」活動の工夫

(情報の共有化・教師のファシリテーター的役割) 

考察 ①ホワイトボードで、考え方をメモするようにした。また、意思表示のツールとして、算数タワーを使用した。

意思表示が難しい児童には、他の児童とのかかわりのツールとして役に立つ。一方で、こうしたツールによっ

て、児童同士が言葉によって、かかわり、つながる場面が減ってしまうことも考えられる。(△) 

②共有の場面で、児童同士のやり取りではなく、担任とのやり取りになってしまった。(×) 

③Ａさんと同じ班の児童が、声をかけ始めた。 (○) 

（５）[研究１ 小学校]の３つの視点からの考察 

表 14 の３つの視点からのを考察[研究１ 小学校] 

①「わからない」といえる授業づくり  「練り上げ」活動での場の設定が難しかった。「自力思考～集団思考」の活

動場面で、学級全体を観察することを忘れてしまい、個別の配慮指導をおこなってしまうことがあった。児童をつ

なげるコーディネーター的役割をもっと意識したかった。(×) 

②学習のユニバーサルデザイン  授業・板書・ノートは構造化され、授業に取り組みやすくなった。(○) 

③協同的な学習  生活班でおこなったが、班のメンバー構成によって聴き合い、学び合うことが難しいこともあっ

た。また、画用紙やホワイトボードを活用し、児童の考えた方略を伝える有効な手段であったが、児童はきれいに

書き上げようとしたため、時間がかかってしまうこともあった。(△) 

（   ）で 
考えると、（   ） 
解くことが 
できる。 

「はやく ・かんたんに ・せいかくに 
・わかりやすく」で本時の学習を要約していく 
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[研究２ 中学校] 川崎市立中学校１年(33名) 

（１）学級及び生徒の実態把握 ※課題となるエピソードに下線を記した。 

  表 15 学級及び支援が必要と思われる生徒の様子[研究２ 中学校] (本研究会議作成) 

ア） 学級目標「Star～一人一人が輝くクラス～」 

 

イ） 学級担任の思い 色々な個性をもった生徒がいるので、お互いが認め合

えるクラスになって欲しい。秋に体育祭と文化祭があるので、行事毎に学級全

体が一つにまとまり、成長してほしい。 

ウ） 学級の様子(６月)と「かわさき共生＊共育プログラム」効果測定の結果 

「入学した当初の緊張した雰囲気はなく、学習活動にも意欲的に取り組む。中

学校生活にも慣れてきて、ほとんどの生徒たちはとても落ち着いて学習に取り

組んでいるが、落ち着きのない生徒も目立つようになってきた。周りの生徒と

違う行動をしてしまう困り感を抱える生徒に、つい厳しい言い方をしてしまう

生徒もいる。しかし、学級担任から「こういうふうに接して欲しい」と話すと、

素直にその生徒を一度受け入れてくれる思いやりのある生徒も少なくない。秋

には体育祭があるので、学級全体で盛り上がる一方で、競技でつい熱くなって

しまうことが心配である。困り感を抱える生徒に対して、「集中できない」「体

の不器用さ」などを肯定的に受け止めてくれるようになってほしい。」 

「かわさき共生＊共育プログラム」効果測定の結果から、まとまりのある学

級であると推測できるが、Ｂ群、Ｃ群やＤ群に属している支援が必要な生徒も

見られる。要支援群に２名の生徒が位置している。(図５) 

エ） 教育的ニーズのある生徒の様子(Ｂさん 男子) 

 

「教室からふらっといなくなることがある」と小学校から申し送りがあった。入

学してからは、授業も学級活動もみんなと一緒に取り組むことが増えてきた。しか

し、学校生活が落ち着き始めた６月頃から、やや不安定になり教室を出て行くこと

も増えてきた。教室を出て行ってしまう理由としては、自信をなくしていると思わ

れる。理由を聞くと「クラスの仲間に○○と言われて、もう自分はいらないと感じ

た。」と言う。よく事情を聞くと、「クラスの生徒は、肯定的に○○と言ったのだけ

れど、Ｂさんは否定的に受け取ってしまった。」ということが多い。周りの生徒は、

積極的に様々な活動に参加できるようになっている。一方で、学校行事などでＢさ

んに対して、「早くしろよ！」「ちゃんとやれよ！」と言ってしまう場面が増えてき

た。「かわさき共生＊共育プログラム」効果測定の結果では、要支援群に位置して

いる。(図５) 

オ） 「楽しく」「わかりやすい」授業のためのアンケート ※質問内容は、研究１・２共通(表９ オ)) 

【結果・考察】 

質問１「好きではない」７％、「どちらかというと好きではない」18％と、学級の約４分の１の生徒が数学に苦手意

識をもっていると考えられる。「大好き」11％、「どちらかというと好き」32％と肯定的な児童は、43％であった。 

質問２「授業の内容がわかったとき」31％、「授業に興味がもてたとき」18％、「話し合ったり、教え合っていると

き」15％、「自分のやり方や考え方に、自信がもてたとき」17％、「クラスの仲間と助け合ったり、思い合ったりする

とき」12％と、中学校の生徒の方が、小学校に較べて自分の考えに自信をもちたいと考えるようになっている。 

質問３「考えること」27％、「発表すること」34％、「書くこと」21％で、間違えたくないことや人前で話すことへ

の抵抗感も見られる。また、中学校では、授業中の板書が増えることも楽しくないと感じられている。 

○生徒からの質問や要望(記述) 

・授業の進むスピードが速くて、わからない。・わからない時にあてられると、どうすればよいかわからないし、そ

の時ドキドキする(多数)。・わからないのに、発表するのは恥ずかしい(多数)。・個別指導をしてほしい(多数)。 

（２）研究員による授業観察 

表 16 研究員による授業観察 ６月 30日(水)[研究２ 中学校](本研究会議作成) 

①「わからない」といえる授業づくり  一部の生徒が挙手、発言、Ｔ２による個別の配慮指導 

②学習のユニバーサルデザイン  教師の聴覚情報が多い、板書が多い、聴きながら書く作業、進度が速い 

③協同的な学習  教師と一部の生徒との「発問・回答」で授業を構成、生徒同士の対話はなかった 

（３）３つの視点及び手立てを取り入れた授業づくり 

    表 17 手立ての重点[研究２ 中学校](本研究会議作成)  

「わからない」といえる授業づくり 学習のユニバーサルデザイン 協同的な学習 

２．聴く姿勢と話す姿勢を一緒に育て

ていく 

３．「わかったふり」から「わからな

い」といえる雰囲気づくり 

１．「多様な指示・提示の使用」 

２．「多様な表現方法の使用」 

３．「多様な参加方法の使用」 

 

１．教師の思い  

２．場の設定  

②前向き型 

３．教師の役割 

図５ 「かわさき共生＊共育プ
ログラム」効果測定 
(本研究会議作成) 

Ｂさん 

図６ Ｂさんアセスメント 
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表 18 中学校 指導案例 [研究２ 中学校](本研究会議作成)※表８ 指導案に取り入れた３つの視点及び手立て参照 

学習活動 「わからない」といえる 

授業づくり 

学習のユニバーサル 

デザイン 

協同的な学習 

１．あいさつ  ・注意の喚起 3-⑤ ・座席は前向き型 2-② 

２．本時の学習活動の流れ(導
入)  ・諸連絡  ・前時の復習 

・リラックスした雰囲気 
1-① 

・授業の見通しをもつ 1-
① 

 

３．学習課題の提示 
・ワークシートの配布 

 ・学習課題の焦点化 1-④ 
・教材の視覚化 1-②③ 

【学びの活動主体】① 

４．学習のめあてを引き出す ・「できる」ことより、「わ
かろうとする」活動を褒め
る 1-⑥ 

・生徒の言葉を引き出し、
価値づけする 1-②、3-① 

 

５．自力思考から学級での集団
思考 
 

・「わからないこと」への受
容的、肯定的、共感的態度 
 

・各班の学習の進捗状況を
観察し、可視化・言語化・
共有化する 1-②③⑤ 
・活動時間を板書し、口頭
で伝える 1-①⑤ 
・得意な方法で表現できる 
2-①から⑥ 
・学級の友達に自由に聞
く、教える 3-①② 
・自分の学習ペースや参加
方法を選択できる 3-③⑥ 

【学びの活動主体】③ 
・つぶやきやささやきを大
切にする 1-③ 
・答えを教えるのではな
く、わかるようなヒントを
伝えていく 1-①③ 
・教師のコーディネーター
的役割 3-② 

６．集団思考（練り上げ） 
 

・「わからないこと」への受
容的、肯定的、共感的態度
1-② 
・生徒の発言を受容し共感
しながら、傾聴する 
1-③ 
・生徒の考えやひらめきを
価値づけする 1-⑤⑥ 

・黒板を開放する 2-①か
ら④ 

【学びの活動主体】②④ 
・教師のファシリテーター
的役割として、一部の生徒
が全部発言せずに、多くの
生徒が発言できるように
工夫する 3-② 
 

７．今日のふりかえり 
 ・ふりかえりシートの配布・回収 

 ・本時の学習のねらいをま
とめる 1-④⑤ 
・いろいろな考え方や解き
方のよさに気づく 3-① 

 

８．あいさつ・連絡  ・気持ちの切りかえ 3-⑤  

（４）検証授業 

                         表19 検証授業の経緯[研究２ 中学校] (本研究会議作成) 

① ９月 27日(月)  単元「方程式(導入)」 

学習課題 11

めあて「周囲の長さが 40cmになる時，(ア)，

(イ)それぞれの色紙は何枚ですか。いろい

ろなやり方で、クラス全員が説明できるようにしましょう。」 

)「周囲の長さが 40cmになるとき，

(ア)，(イ)それぞれの色紙は何枚ですか。

いろいろなやり方で、クラス全員が説明で

きる。」 

主な手立て・工夫 

・前向きの座席配列 ・わからなかった

ら、友達に聞こう！ ・みんなが、わか

るように ・書字の軽減、視覚的教材と

具体的操作 ・授業の構造化、指示、提

示の焦点化 ・興味をひく学習課題 

 

考察 ①生徒は、聴き合う学習に戸惑いながらも、予想以上に自由に動いて、わからないことは聴き合い、意見を伝

えていた(○) 

②Ｂさんへのかかわりは生まれなかった(×) 

③多くの生徒が集中して取り組み、私語が目立たなくなった(○) 

② 11月８日(月)  単元「方程式の文章題(復習)」 
学習課題「ある学校の１年生 148 人が調べ学習のため、パソコン室と図書室を利用することに

なりました。パソコン室の定員は 40人、図書室の定員は 120人なので、利用前に希望をとった

ところ、図書室を希望する人数はパソコン室を希望する人数の２倍より７人多かったです。パ

ソコン室と図書室を希望した人数をそれぞれ求めなさい。また、最低何人移動しなければなら

ないのかを答えなさい。」 

めあて「求めたい数を xとする」 

主な手立て・工夫 

・文章題を音読 ・

学習課題を黒板に大

きく掲示 ・学習課

題のワークシートを

配付 ・教師のコー

ディネーター的役割 

考察 ①やさしい課題ではなかったが、よく取り組んでいた(○) 

②聴き合いは、よりわかりやすく、より丁寧に伝え合おうという工夫が見られた(○) 

③わからなかった生徒がわかるようになり、Ｂさんに教えてくれていた(○) 

                                               
11)「達成感と充実感を味わう課題学習」名古屋市立山田東中学校 平林俊幸 新興出版社啓林館 HPを参考にした。

www.shinko-keirin.co.jp/j-kadaimath/0209/index.htm (2010年 9月 1日) 

http://www.shinko-keirin.co.jp/j-kadaimath/0209/index.htm%20(2010年9月1�
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③ 12月６日(月) 単元「空間図形」 

学習課題 12

めあて「立方体の確認・・・どんな形か、

何面か」 

)「立方体の展開図を考えよう」 

主な手立て・工夫 

・わかりやすく伝えよう ・視覚教材・具

体物の提示 ・教師のコーディネーター的

役割 ・教師のファシリテーター的役割 

 

考察 ①自力思考で考えた展開図を、自分の言葉で説明するのはやや難しかった。しかし、自分で描いた展開図を見

せないで、着目点などを言葉で表現しようと工夫が見られた(○) 

②Ｂさんに３人の生徒が、丁寧に教える姿が見られた。そのため、Ｂさんの授業の参加行動が増えた。とても

表情が明るかった(○) 

（５）[研究２ 中学校]の３つの視点からの考察 

表 20 ３つの視点からの考察 [研究２ 中学校] (本研究会議作成) 

①「わからない」といえる授業づくり  生徒に「全員がわかるような授業をしたい」ということを絶えず伝えていっ

た。その結果、学級の全員が協力し合い、聴き合い、学び合う姿が育まれた。(○) 

②学習のユニバーサルデザイン  授業を構造化したため、取り組みやすくなった。(○)また、視覚教材を用いたため、

イメージをもちにくい生徒も学習課題を把握しやすくなった。(○) 

③協同的な学習  生徒が予想以上に主体的に行動したため生徒同士はつながったが、生徒の意見を引き出し、学びを

より深めていくために、教師がコーディネーター的役割とファシリテーター的役割をもっと意識していく必要があっ

た。(×) 

６ 研究の結果及び考察 

（１）算数・数学 授業振り返りシートの実施 

 算数・数学の検証授業後に、児童生徒に授業の振り返りをおこなった。仮説１・２への到達度やス

キルの向上を見とれるように、「かわさき共生＊共育プログラム効果測定」をもとに質問紙を作成した

(表 21)。 

表 21 算数・数学 授業振り返りシート(本研究会議作成) 

質問 分類 項目・内容 
質問１ やくそくを守って、勉強できましたか  

Ａ 
自己の成長 

 
 
社会性 
スキル 

①解決スキル 相手とのかかわりや人間
関係を作り上げていく 

質問２ 自分が伝えたいことを、わかりやすく伝
えることができましたか 

②言語的スキル あいさつ、感謝、謝罪、
意見の尊重、意見をつなげる 

質問３ けじめをもって参加できましたか ③感情統制スキル 感情のコントロール 

質問４ クラスの仲間と助け合ったり、思いやっ
たりできましたか 

 
Ｂ 
友達 
仲間づくり 

④気遣い・サポートスキル 認め合う、支
え合う、思いやり 

質問５ 聴き合い、学び合う学習では、クラスの
仲間を助け、頼りにすることができましたか(記
述含) 

 
所属感 
凝集性 

⑤他者理解 友人や他者に対する信頼感、
クラスのまとまり 

質問６ 自分のやり方や考え方に、自信がもてま
したか 

⑥自己理解 自尊感情 

質問７ 今日の授業は、興味をもって勉強するこ
とができましたか 

Ｃ 
授業参加・
理解 

知識 
技能 
表現 

⑦興味・関心 学習課題に関する興味・関
心・意欲 

質問８ 今日の授業は、わかりましたか(記述含) ⑧知識・理解 学習課題への理解 

（２）算数・数学 授業振り返りシート結果及び考察 

①算数・数学 授業振り返りシート結果 

[研究１ 小学校][研究２ 中学校]で、それぞれ検証授業後に振り返りシートを実施した。単元ご

との学習課題の取り組みやすさなどもあるが、良好な回答を得ることができた。 

質問７「今日の授業は、興味をもって勉強することができましたか」、質問８「今日の授業はわかり

ましたか」の項目では、５「よくできた」４「どちらかというとできた」と７～９割の児童生徒が回

答している。 

この結果から、教育的ニーズのある児童生徒を含むすべての児童生徒の一単元時間における興味・

関心の高まりや学習課題の達成がみられたと考えられる(図７・８)。 

                                               
12)「数学切り抜き帳 ペンソリノから展開図へ」花園学園大学教授 岩井齊良 新興出版社啓林館 HP を参考にした。

http://www.shinko-keirin.co.jp/kosu/mathematics/kirinuki/kirinuki24.html (2010年 12月 1日) 
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しかし、[研究１ 小学校]では、質問２の言語スキル、質問６の自己理解を中心に、期待したスキ

ルの向上はみられなかった。要因としては、９月・11月の約２か月間の検証だったため、授業の中で

聴き合う文化が育まれる時間が不足していたと考えられる(図７)。 

一方、[研究２ 中学校]では、９月から 12月の約４か月間の検証であったので、教師から生徒への

継続的な働きかけができた。生徒同士が聴き合うことから始め、学び合う文化が育まれ、ほとんどの

質問項目で５「よくできた」、４「どちらかというとできた」に回答しているという結果を示した(図

８)。授業規律にあたる質問１・３の自己の成長においても、高い数値を示している。また、質問４・

５・６の「仲間づくり・友達づくり」の項目では、時系列での変化を読み取ることができた。これは、

協同的な学習の導入によって、学習課題にかかわらずに、友達を助けたり、助けられたりという相互

協力的な関係がはぐくまれていったと考えられる。児童生徒からの記述でも、肯定的な回答も多く、

教育的ニーズの有無に関わらず多くの児童生徒が授業に主体的に参加したといえる(表 22)。 

表 22 振り返りシート 質問５・８ 記述回答(本研究会議作成) 

質問５ 聴き合い、学び合う学習では、クラスの仲間を助け、頼りにすることができましたか(記述回答) 

[研究１ 小学校] 

・わかりやすかったです。・4 人に聞きました。・「これで

あってるよ」といってくれた。・○○さんの円グラフをつ

かった説明がわかりやすかった。 

[研究２ 中学校] 

・図や表を描いて説明してくれた。・答えではなく、例を

出して説明してくれた。・優しい言葉で丁寧に教えてくれ

た。・ヒントをくれた。・何度も説明してくれた。 

質問８ 今日の授業は、わかりましたか(記述回答) 

[研究１ 小学校] 

・いろいろな計算方法があって、面白かったです。・どれ

が自分にとってやりやすいか、やりにくいかよくわかっ

た。・わかったつもりだったけど、発表してみるとうまく

話せなかった。・算数の授業をもっと増やして！・分数の

割り算は、逆数にする理由がわかった。・友達のわかりや

すい説明を聴いて、すごいと思いました。・友達がヒント

をくれたので、よくわかりました。 

[研究２ 中学校] 

・始めはよくわからなかったけど、教えてもらっていくう

ちに、やり方がわかってきた。また、友達に教えてもらっ

たのを他の友達に教えられたのでよかったです。・課題は、

あまりわからなかったけど、クラスの友達に「教えてくれ

～」と言ったりしてアピールできました。・もう少し自分

の言葉にして、うまく伝えられるようになればよかったで

す。・数学は、嫌いから苦手にかわりました！！  

②言語スキルと自己理解の低位 

[研究１ 小学校]、[研究２ 中学校]の振り返りシート全体を通じて、質問２「自分が伝えたいこ

とを、わかりやすく伝えることができましたか(言語スキル)」と質問６「自分のやり方や考え方に、

自信がもてましたか(自己理解)」の２項目の質問紙について自己評価が他の項目に比べて特に低いこ

とがわかった(図９）。 

この結果は、６月に実施した「楽しく」「わかりやすい」授業のためのアンケート(表９・15 オ))

の質問４「算数・数学の授業で、「楽しくない」「難しい」と思う時はどんな時か」という項目の回答

図７ 算数 授業振り返りシート結果[研究１ 小学
校](本研究会議作成) 

 

図８ 数学 授業振り返りシート結果[研究２ 中学校] 
 (本研究会議作成) 
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図９ 算数・数学振り返りシート(集計)[研究２中学校]  (本研究会議作成) 

の中で「発表すること」が約 30％あったことと関係が見られる。 

また、記述回答の中で、「わからない時に、あてないでほしい。」「わからない時に、いつあてられる

のかドキドキする」などの記述回答が多かった点からも、児童生徒は、授業の中で自分の考えに自信

がもてないために、発表することや伝えることを躊躇している様子を表していると考えられる。 

③わからない生徒のわかりたい気持ち 

[研究２ 中学校]の振り返りシートの質

問８「今日の授業は、わかりましたか」の

項目で、２「どちらかというとわからなか

った」と選択した生徒の質問３(感情統制)、

問４(気遣い)、質問５(他者理解)の平均値

を分析した(図 10 赤線)。 

一単元時間での知識・理解では、理解が

不十分なまま授業を終えてしまった生徒で

ある。しかし、授業では、質問３「けじめ

をもって参加できましたか」、質問４「クラ

スの仲間と助け合ったり、思いやったりで

きましたか」や質問５「聴き合いの学習で

は、クラスの仲間を助けたり、頼りにすることができましたか」の自己評価が高く、主体的に学習活

動に取り組み、周りの生徒へより多くかかわっていることがわかる。 

聴き合い、学び合う習慣が定着し始めると、自分からわかりやすい生徒に進んで、「教えて」と声を

かけるようになり、学習課題を理解しようという様子がみられた。また、これらの生徒が「わかった」

時には、わかったことを誰かに伝えたいという気持ちが強く、積極的に教える側となっていることも

わかった。 

④検証授業の学力別の自己評価 

図 10  質問８と質問３、質問４、質問５との関係 [研究２ 
中学校]９月(本研究会議作成) 
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図 12 「教える」「教えられる」の関係例 [研究２ 中学校]の結
果から(本研究会議作成) 

[研究２ 中学校]の９月から 11 月の振り返りシ

ートを生徒の学力別に集計した。教科担任に依頼し

て、学力を「低位層」「中位層」「上位層」に分けて、

自己評価の変化を分析した。その結果、[研究２ 中

学校]の検証授業を通じて、質問１から質問８のすべ

てのスキルで向上が見られた。特に学力が高位層の

生徒はもちろん、学力が低位層の生徒に顕著な向上

が見られた(図 11)。 

このことから、教育的ニーズのある生徒にとって

の授業づくりの視点や協同的な学習が、学習につま

ずいている生徒だけでなく、すべての生徒に有効で

あったといえる。わからないといえる授業づくりの

視点で、わからないことから授業づくりを考えたこ

とで、教室に安心感が保たれ、生徒同士が互いに聴

き合い、学び合うことを自然に育てることができた

結果であると考えられる。生徒の記述からも「いろ

いろな解き方や考え方がわかるようになった。」「○

○さんが答えではなく、ヒントを教えてくれた。」「○

○さんは、図や表に書いてやさしく教えてくれた。」「○○さんはゆっくり丁寧に教えてくれる。」など

の回答が多数あった。教えた生徒からは、「わかりやすく教えようとすると、もう一度考え方の整理が

できる。」「思いつかなかった別の解き方を思いついた」などの記述があった(表 22)。 

（３）協同的な学習の結果及び考察 

①「教える」「教えられる」の関係につい

て 

協同的な学習を取り入れると、「教える

側」と「教わる側」、つまり「能動―受動」

「上―下」の関係が固定されてしまうの

ではないかということが考えられた。し

かし、実際は、聴き合い、学び合う場面

が見られた。協同的な学習は、教える側

と教わる側の双方にメリットがあると考

えられる。 

 [研究１ 小学校]では、協同的な学習

の場の設定を生活班でおこなった。班の

メンバーによって、聴き合い、学び合い

が盛んになる場合とやむなく教師が介入

しなければならない班があった。児童から、「他の班の児童と聴き合いたい」という意見もあった。ま

た、座席や生活班が短期間で変更したため、一人一人の役割や個性が十分に生かされなかったのでは

ないかと考えられた。 

 [研究２ 中学校]では、生活班に限定せずに、生徒の多くの生徒とかかわり合い、聴き合い、学び

図 11 学力別振り返りシート 学力低位層・高位層 
の結果[研究２ 中学校]  (本研究会議作成) 
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合う姿が検証できた(図 12)。教科担任が、「みんながわかるように、みんなで協力し合うこと」を繰

り返し伝えていったことで、学級の生徒が全員で協力して、一つの学習課題について探求することが

できた。その結果、生徒同士の相互協力的な関係「集団随伴性(group-oriented contingency)」13

②[研究１ 小学校]Ａさん、[研究２ 中学校]Ｂさんの積極的参加行動

)が生じ、

学習課題の達成だけでなく、生徒同士のかかわりを促進し、「算数・数学 振り返りアンケート」(表

21)の質問１から６のスキルの向上につながったと考えられる(図９)。 

14

 抽出した教育的ニーズのある児童生徒の中から、Ａ

さん、Ｂさんの授業中の参加行動を分析した。９月以

降の検証授業では、学級全体への指導と学習課題を通

じて児童生徒同士をつなぐことを考慮して、基本的に

担任・教科担任による個別の配慮指導は行わなかった。 

) 

ア）Ａさんの積極的参加行動(図 13) 

Ａさんは、６月 14 日の観察授業では、一斉指導の中

で丁寧に個別の配慮指導を受けていた。 

９月９日、22日の検証授業では、３つの視点及び手

立てを取り入れた授業づくりにより、①教材とのかか

わりは(約 40%)と変化は見られなかったが、かかわり

なし(約 27％→約 19％)が減少し、②教師や④⑤集団、

⑥⑦⑧他の児童のかかわり(約 41％)は増加した。指名

されたＡさんが、適応問題の解答を発表する場面も見

られた。10 月 22 日の検証授業では、協同的な学習の

後、一部の児童だけが発表にしないための工夫をした。

何人かの児童に、ホワイトボードに考え方を書いても

らい黒板に掲示して、児童が見やすいように、黒板の前に集めて考え方の共有化をおこなった。学級

全体で聴き合うという点ではよい工夫だったが、Ａさんが一番遠い位置に座ることになり、他の児童

の話を注意して聴くことができなかったため、かかわりなし(約 40%)が増加し、②教材とのかかわり

(約 31%)が減少したと考えられる。それらのことから、教育的ニーズのある児童生徒の授業への積極

的参加は、適切な場の設定が重要であると考えられる。活動場面に応じて、教師や児童生徒の話が聞

きやすく、板書や提示物が見やすい場の調整を適宜していく必要がある。 

イ）Ｂさんの積極的参加行動(図 14) 

Ｂさんは、６月 30日の観察授業では、Ｔ２の教師が個別の配慮指導をおこなっていた。そのため、

教師による注意の喚起や助言などより、教師とのかかわり(②約 16% ③約 31%)は多い割に、②教材と

のかかわり(約 16%)や他の生徒とかかわる場面(④約１% ⑥約２% ⑦約２% ⑧約２%)は少なかった。９

月 27日の授業では、３つの視点及び手立てを取り入れた授業づくりにより、かかわりなしが約６%、

①教材とのかかわりが(約 30から 40%)と増加した。また、挙手などの④集団へのかかわりが約 11％も 

                                               
13)小島恵・氏森英亜(2001) 『集団随伴性による発達障害児集団内の相互交渉促進に関する研究－知的障害児と自閉症児の比較から－』

国立特殊教育総合研究所紀要によると、発達障害児の仲間同士の相互交渉促進の中で、「他人(と自分）の行動によって、自分に対す

る強化が影響を受ける」という集団随伴性(Bandura(1969)が“group-oriented contingency”(集団に方向付けられた随伴性)いう語で

提唱した)について定義している。 
14)２観察者間の一致率は 94％であった。Ｐ.Ａ.アルバート・Ａ.Ｃ．トルーマン著 佐久間 徹・谷晋二・大野裕史訳 

『はじめての応用行動分析』二瓶社(2004)では、90％程度以上の一致率で信頼性があるとしている。今回の積極的参加行動の割合の数

値は妥当なものと判断できると考える。 

図 13  Ａさんの授業中の積極的参加行動 
(６月・９月(２回)・10月)(本研究会議作成) 

手立てなし   ３つの視点及び手立てを 
取り入れた授業 

個別の配慮指導なし 個別の配慮指導 
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見られた。11 月 18 日の検証授業では、ある生徒がＢさ

んに教える場面が見られ、その結果、かかわりなしが約

８%と減少し、①教材へのかかわりが約 31%と授業中の参

加行動が大幅に改善されたといえる。12月６日の検証授

業では、かかわりなしが約６%とさらに減少し、①教材へ

のかかわりが約 40%と増加した。Ｂさんから周りの生徒

へ声をかけることはなかったが、３人の生徒がＢさんの

ところに集まり、教える場面が見られた。 

Ⅲ 研究のまとめ 

１ 研究から見えてきたこと 

（１）仮説の検証 

①研究仮説１ 

３つの視点及び手立てを取り入れた授業づくりの結果、

一単元時間の学習課題を多くの児童生徒が達成できたと

いえる。学び合う学級集団をはぐくむことで、教育的ニ

ーズのある児童生徒に安心感と自信を与え、学習課題の達成につながったと考えられる。検証の結果、

本研究の手立ては有効であったといえる。 

②研究仮説２ 

学習課題を通じて児童生徒がつながり、互いに認め合い、高め合うことが検証できた。また、[研究

１ 小学校]では、短期間の検証だったため十分な検証結果が得られなかったが、[研究２ 中学校]

の結果から、算数・数学 授業振り返りシートの質問５・６の結果(表 22・図７～11)から、授業中の

学級への所属感・凝集性の向上がみられたと考えられる。 

（２）「わからない」といえる学級づくり 

大人と同じように、児童生徒たちも大勢の前で発表し、間違え、失敗したくないのである。「わから

ない」といえる雰囲気がはぐくまれ、「つまずき」から学ぶことができれば、児童生徒にとって授業は、

学校生活の中で一番楽しい活動になるのではないだろうか。また、授業の中で、一人一人の児童生徒

に「安心できる場所・場面・役割」が保障できれば、生きる力がはぐくまれるといえると考えられる。 

（３）学習のユニバーサルデザインを通じて 

①知識の習得から、「学び方を学ぶ授業」へ 

 CAST は、UDL Guidelines - Version 1.0: Introduction の冒頭で、このように述べている。 

The goal of education in the 21st century is not simply the mastery of knowledge. It is the mastery of learning.  
「21世紀の教育の目標は、単に知識を習得することだけではない。それは、学び方を習得することである。」 

『Universal Design For Learning(UDL) Guidelines Version 1.0. Wakefield, MA: Author.』p3  (本研究会議訳) 

通常の学級の授業では、一人一人の「多様性」に応えられる唯一の方法などはない。学習のユニバ

ーサルデザインを取り入れた授業づくりで最も大切なことは、児童生徒の情報入力と情報表出の幅を

広げ、それらの手段を児童生徒がいつでも自由に選択できることである。例えば、授業の取組につい

ても、検証授業の中で児童生徒は、学習課題や一人一人の能力に応じて、「一人で取り組む場合」と「仲

間と一緒に学ぶ場合」とを適切に選択していることがわかった。 
このように教師は、児童生徒が自分に合った学習方法や参加方法を必要に応じて選べるように学習

環境を調整することが大切である。 

図 14  Ｂさんの授業中の積極的参加行動 
(６月・９月・11月・12月)(本研究会議作成) 

手立てなし   ３つの視点及び手立てを 
取り入れた授業 

Ｔ2 による個別指導 個別の配慮指導なし 
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②公平な配慮指導から合理的配慮 15

障害者権利条約の中で、「特別な教育的ニーズ(special educational needs)」に代わって頻繁に用い

られている言葉に「合理的配慮(reasonable accommodation)」がある。「合理的配慮」とは、一人一

人が豊かに生きるための権利である。学校生活における「合理的配慮」を考えると、児童生徒が学校

生活を豊かに過ごすための権利であり、「困り感をもたない同年代の児童生徒と同等な学校生活がで

きるように、学校生活で経験する様々な経験(失敗経験を含める)を奪わないためになされる配慮や調

整」と考えることができる。 

)へ 

教師は、すべての児童生徒に「公平」に指導していくことが求められている。しかし、学習のユニ

バーサルデザインを取り入れ、すべての児童生徒に同じ配慮や支援をすることが公平なのではない。

大切なことは、児童生徒がそれぞれの目標を達成することができるように、教師が学習環境を調整し

ていくことが本当の意味での「公平」に指導・支援していくことだと考えられる。 
（４）協同的な学習を通じて「安心できる依存関係」をはぐくむ 

教育的ニーズのある児童生徒にとって、授業の中で知識や技能を獲得することと同じように、コミ

ュニケーション能力や対人関係、社会性をはぐくむことが課題となる。つまり、自立して学校生活を

過ごせるようになることである。一般的に自立に対立する概念は、依存することと考えられてきたが、

児童生徒が安心できる依存関係が成立してこそ、初めて自立ができるのではないだろうか。 

「わからないことは、友達に聴こう」という投げかけから、学習課題を通じて児童生徒同士が互い

に依存し合うことで、教育的ニーズのある児童生徒と受容する児童生徒側の双方に、内面的な変化が

生じたと考えられる。児童生徒は、「わからない」というつまずきを「わかりたい」「知りたい」とい

う動機に転化し、「伝えたい」という意思を「言語コミュニケーション」への動機へと昇華させること

ができるとわかってきた。人は社会的な存在であり、一人では絶対に生きられない。主体的に人に頼

り支えを受けながら、自己実現をしていくことが、本当の児童生徒の「自立」の姿ではないだろうか。 

２ 今後の課題 

（１）自分だけ違っていても大丈夫 

中学校年代後半から思春期後期「個の同一性」、つまり「同世代と違うが、自分はあるという意識」

「他の人と違う部分をもつ自分の受容」「違う部分をもつ他の人の受容」という発達課題をむかえる。 

今後、これまで行われてきた特設の場での「個別の指導」や通常の学級における「個別の配慮指導」

を生かしていくために、教育的ニーズのある児童生徒とその学級の児童生徒同士が、一人一人の学び

方の違いを認め合い、相互協力的な関係づくりをはぐくんでいくことが大切である。共生社会を学校

生活に実現するために、学校生活のすべての場面で組織的に取り組んでいくことが今後の課題となる。 

（２）教師の役割と評価の在り方 

協同的な学習における教師の役割として、コーディネーター的役割、ファシリテーター的役割につ

いて検討したが、十分な検証ができなかった。児童生徒が学習活動の主体となるが、教師の役割は不

可欠である。また、教科、単元、学習活動に応じた「個」と「集団」の両面からの指導と評価の在り

方、つまり、協同的な学習における「指導と評価の一体化」は、今後の課題となる。 

（３）チームで行う「学級づくり」「授業づくり」 

 今まで、児童生徒に何かトラブルがあると、児童生徒指導担当、特別支援教育コーディネーター、ス

クールカウンセラーなど、「専門家」に任せてしまうことが少なくない。多様化する教育的ニーズに対

                                               
15)「障害者権利条約」で初めて用いられた概念で、障害のある人が他の人と同様の基本的人権と自由を享受できるように、物事の本質

を変えてしまったり、多大な負担を強いたりしない限りにおいて、配慮や調整を行うことである。 
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して、これからの「学級づくり」「授業づくり」は、児童生徒の指導を一人の教師に委ねるのではなく、

児童生徒にかかわる複数の教師の視点、つまりチームで課題解決を図ることが必要になる。 

また、平成22年度より川崎市が全市で取り組んでいる「かわさき共生＊共育プログラム及び効果測定」

を学級集団のアセスメントのツールとして、有効に活用していくことも今後の課題となる。 

 

 

最後に、本研究を進めるに当たりご協力いただきました先生、ご支援ご助言をくださいました講師

の先生方、また校長先生をはじめ学校教職員の皆様に、心より感謝し厚くお礼申しあげます。 
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