
 

 

 
 

 

「通級による指導担当教員研修」について 

 

  特別支援教育担当 

通級による指導は、学校教育法施行規則第 140 条及び第 141 条に基づき、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校

又は中等教育学校の通常の学級に在籍する比較的軽度の障害がある児童生徒を対象としています。各教科等の授業は通

常の学級で行いつつ、その障害の状態に応じて、小学校、中学校、義務教育学校では週に１時間から８時間（単位時間）

の範囲内で、高等学校では年間７単位を超えない範囲で特別の指導を「通級指導教室」という特別の場で行う教育形態

です。高知県の小学校、中学校、高等学校では、LD、ADHDの児童生徒を対象として 18校で通級による指導を行っていま

す。 

高知県教育センターでは、公立学校における通級による指導を担当する教員を対象に「通級による指導」について理

解を深め、個別の教育的ニーズに応じた指導が充実するよう、研修を年間４回行っています。今年度は Zoomでつないだ

研修により、和歌山県の小学校、中学校と高知県の高等学校に、通級指導の実践をどのように行っているのか、実際の取

組を発表していただきました。  

和歌山県からは、配慮を必要としている児童生徒の早期発見・早期支援を行うため、担任による気づきのポイントシ

ートを活用した支援体制の構築に向けた小学校・中学校の取組の発表がありました。定期的に職員研修を行い、組織的

に授業のユニバーサルデザイン化を推進したり、生徒たちへの理解啓発を行ったりと学校全体で取組を進め、子どもた

ちが困っている状態を軽減できることを目指しているとのことでした。また、小学校から中学校への連携では、統一し

た様式のツールを使用して学校間の共有を図り、子どもがスムーズに進級できるように工夫されていることがうかがえ

ました。使用している教材もたくさん紹介していただき、通級担当者がこれからの実践に生かすことのできる内容とな

りました。 

高知県の高等学校では、通級を設置している４校が互いに連携を図り、定期的に交流

をもちながら実践を共有し、生徒の指導と支援にあたっています。生徒の実態把握から

実際の指導・支援の流れ、生徒が困っていることを解消するための指導、生徒が将来必

要なスキルの獲得のための指導、合理的配慮の申請に必要なスキルの獲得のための指

導など、実際の取組内容を知ることができました。これらの発表を通して、それぞれの

校種で担うべき内容等が明らかになり、学びの多い時間となりました。 

今年１月、中央教育審議会より出された「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」（答申）において、新時代の特

別支援教育の在り方が述べられています。そこでは、全ての教師に求められる特別支援教育に関する専門性として、障

害の特性等に関する理解や特別支援教育に関する基礎的な知識を得ること、個に応じた分かりやすい指導内容、指導方

法の工夫を検討することなどが述べられています。現在、学校には通級による指導を受ける児童生徒だけでなく、様々

な困難を抱えている児童生徒が多く在籍しています。全ての教職員が多様性のある現在の社会に対応していくためには、

一人一人が自分ごととして考え、学び続ける必要があるでしょう。 
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7月 11日（土）、教科研究センター講座「基礎講座Ⅰ」が教育センターで行われました。はじめに、高知県教育センタ

ー竹本佳奈チーフが学習指導要領の目指す授業の趣旨と学習指導案づくりについて講義を行いました。その後、講義で

学んだことをもとに演習用の学習指導案を考えたり、各自が持参した学習指導案を評価し合ったりして、付けるべき力

の育成を目指した学習指導案について学びました。 

 

１．講義の概要 

 （１） 育成を目指す資質・能力の三つの柱 

     今回の学習指導要領の改訂では、学ぶことと社会のつながりを意識し、「何ができるようになるか」という観

点から育成を目指す資質・能力を、生きて働く知識・技能の習得、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、学びに向かう力・人間性等の涵養の三つに整理しています。その資質・能力を育成するため

に、「何を学ぶか」という観点から各教科等の指導内容等を検討し、その内容を「どのように学ぶか（主体的・

対話的で深い学び）」という子供たちの具体的な学びの姿から考えて、授業を構成していくことが大切です。 

 

 （２） これから求められる授業 

 「主体的・対話的で深い学び」の実現のためには

授業改善の取組を活性化していくことが必要です。

左の図（「高知県授業づくり Basic ガイドブック」

小中 P.５、高 P.２）に基づき、これから求められ

る授業のあり方について確認しました。また、児童

生徒に育成すべき資質・能力を育むためには、一単

位時間の授業だけを考えればよいのではなく、単元

等のまとまりを見通した年間の指導計画をもとに

単元の指導計画を作成して、PDCAサイクルを意識し

た授業を実践することが大切であることも学びま

した。 

 

（３） 授業づくりにつながる学習指導案の作成 

     授業を通して育成すべき資質・能力を身に付けさせるためには、学習指導案をしっかり考える必要がありま

す。そうすることで、何を指導するのかが明確になり、どのように指導するのかが具体的になります。また、授

業のどの場面でどのように児童生徒の学習の達成状況を評価するかということも意識化されます。これらのこ

とを確認したうえで、学習指導案の内容及び具体的な書き方について学びました。特に、単元の目標と評価規準

に整合性がとれていること、また、本時の指導では、学習活動、指導上の留意点、評価規準・評価方法に整合性

がとれていることが大切であることを確認しました。 

 

２．演習の概要（学習指導案を考える） 

   演習用の学習指導案（小学校第３学年国語科教材「うんとこしょ」）を使って、学習

指導案（本時の学習部分）に必要な内容や指導上の留意点を個人で考え、その後指導上

の留意点について意見交換を行いました。短い時間ではありましたが、参加者からは、

「実際に学習指導案を考え意見交換するなかで、授業の目的やそれに合う指導のあり

方を考えて作成することの大切さを知りました。」、「新学習指導要領に基づく学習指導

案の作成の要点を学ぶことができました。」等の感想がありました。 

特集    

令和３年度教科研究センター講座 基礎講座Ⅰの報告 

～「高知県授業づくりＢａｓｉｃガイドブック」を意識した学習指導案づくり～ 

教科研究センター（本部）アドバイザー 野村 貴子 東川 美知子 



３．グループ協議の概要（学習指導案を協議する） 

   参加者は自己紹介の後、各自が持参した学習指導案について、本時の指導のねらい（どのような力を身に付けさ

せるのか）と工夫した点や悩んだ点などを説明しました。そして、学習指導案の「本時の指導」チェックリストに基

づき、互いの学習指導案について評価し合い、それをもとに意見交換を行いました。最後に、自らの学習指導案を振

り返り、本日の講座で学んだことを確認しました。 

 

《 学習指導案「本時の指導」チェックリスト（抜粋） 》 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    

      

 

 

【 指導アドバイザーのコメント 】 

≪学習指導案作成のポイント≫ 

  学習指導案の作成には、教材研究が欠かせません。教材を通して、「付けたい力（指導目標）」と「何を学ぶのか（指

導内容）」を明確に捉えておきましょう。そのためには、学習指導要領をしっかり読み込んで教科等の目標や指導内容

を具体的に把握し、確認・理解することが大切です。 

≪目標と評価の整合を≫ 

学習指導要領では、児童・生徒に付けるべき力の育成を目指した授業を行うことが求められています。講義でも触

れられていましたが、授業の目標と評価規準を整合させることが大切です。従って、一単位時間の評価は必要なこと

に絞り、児童・生徒の学びをしっかり見取ることが求められます。 

 

【 受講者の声（アンケートより） 】 

○自分の作成した学習指導案をグループ内で相互に見合い、それについて意見交換をする中で、自分の学習指導案の

足りない部分を知ることができました。学習指導案づくりのポイントが分かり新たな知識も増えました。 

○今回の講座を受講して自分の力不足を感じました。他大学の学生や現職の先生の意見を聞き、自分では考えつかな

かった見方や考え方を知ることができました。今回、学んだことを踏まえて学習指導案を再考し、教育実習につなげ

ていきたいと思いました。 

○講座の内容が分かりやすく、演習や協議を通して理解をより深めることができました。また、他の講座にも参加し

てみようと思います。 

 

（参考・引用文献） 

  令和３年度 若年教員研修のしおり「子どもと生きる」            高知県教育センター 

  「高知県授業づくり Basicガイドブック」平成 29年度改訂版  平成 29年 10月  高知県教育委員会 

「高知県授業づくり Basicガイドブック－高校授業編－」   平成 30年 ３月 高知県教育委員会 

 

 

 

本時の評価規準  ・ 本時の評価規準は、本時の目標に対する「おおむね満足できる」状況を判断できる 

ものになっている。 

展 開      ・ 本時の目標に迫る学習活動が展開されている。 

・ 児童生徒が思考したり活動したりする時間が十分に確保されている。 

・ ねらいに応じて、意図的・効果的に学習形態の工夫がなされている。 

・ 本時の目標の達成に向けた手立てが具体的に示されている。 

・ どのような方法で評価するのか、評価方法が明確に示されている。 

まとめ      ・ 本時の学習における自分の高まりを認識させる学習活動が設定されている。 

         ・ 次時の学習への意欲を喚起する手立てがなされている。 

全 体      ・ 「学習活動」は、児童生徒の立場から記述している。 

         ・ 「指導上の留意点」は、教師の立場から記述している。 



 

 あなたも教科研究センター講座に参加してみませんか？ 

 

 

教科研究センター講座 特別講座Ⅰ「郷土資料の活用Ⅰ」 

 
 １．対 象  高知県内の教職員及び教育職を志す人 
 
 ２．日 時  令和３年９月 25日（土）13:30～16:00（受付 13:15～13:30） 
 
 ３．会 場  高知県立高知城歴史博物館 １階ホール 高知市追手筋２丁目７番５号 
 

 ４．内 容  江戸時代の幕府と大名 ～土佐藩の参勤交代を題材にして～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  13:15  13:30          13:35           13:55               14:35   14:45               15:45    16:00 
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付 

開会に 

あたって 

講義１ 

学校における 

博物館の活用方法 

講義２ 

江戸幕府による大名統制と

参勤交代の概要 

休 

憩 

講義３ 

土佐藩の参勤交代 

質疑応答 
 
事務連絡 

         
                     講師 高知県立高知城歴史博物館 副 館 長 横山 和弘 

高知県立高知城歴史博物館 主任学芸員 中屋 真理 

 

５．申込期間  ８月２日（月）～ ９月７日（火）16:30 

 

 

教科研究センター講座の今後の予定 

 ●＜特別講座Ⅱ＞英語の授業づくりに関する講座      10月 16日（土）  高知県教育センター 

 ●＜特別講座Ⅲ＞協調学習の授業づくりに関する講座    10月 16日（土）  高知県教育センター 

 ●＜基礎講座Ⅱ＞特別支援教育の視点に立つ授業づくり   10月 23日（土）  高知県教育センター 

 

 

 

 
 
気象状況による教科研究センターの閉室について 

教科研究センターの所在する地域に、「大雨特別警報」、「暴風特別警報」、「暴風警報」が発令され         

ている場合は、その日は閉室します。 

また、台風の接近等が予想される場合には、警報発令前でも、閉室することがあります。 

この場合は、教科研究センターのホームページに掲載しますので、ご確認ください。 

 

事務連絡 

 

講座のお知らせ 

 

小・中学校に続いて、来年度からは高等学校でも新しい学習指導要領が年次進行で実施されます。新学

習指導要領では、「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」の育成が

目指されています。今回の講座では、このような点も視野に入れ、江戸時代の幕府と大名の関係について、

とりわけ幕府による大名統制のあり方について紹介します。具体的には、学校の歴史学習で取り上げられ

る参勤交代をテーマにし、土佐藩の事例から幕府による大名統制のあり方について、様々な資料を紹介し

ながら講義します。 

※講座終了後、希望者は展示室を見学できます。 



≪教育センターの四季≫ 

まだ青々としている栗の実 

アーテックロボ コード・Ａ・ピラー ボッチャ 

 

 

教科研究センターでは、プログラミング教材やボッチャの貸出しを行っています。 

詳しくは、各教科研究センターにお問い合わせください。 

 

 ・アーテックロボ 

 ・コード・Ａ・ピラー（本部教科研究センターのみ） 

 ・ボッチャ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

教科研究センター(本部・東部・中部・西部) 

  令和３年度７月の利用者状況 ３１１名 

◆◇ご利用ありがとうございました◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教科研究センター（本部） 高知県教育センター２階（高知市大津乙 181）   TEL/FAX 088-866-3903 

東部教科研究センター   安芸総合庁舎４階（安芸市矢ノ丸１－４－36）      TEL/FAX 0887-34-8051 

中部教科研究センター   中部教育事務所１階（吾川郡いの町枝川 2410－７） TEL/FAX 088-893-6597 

西部教科研究センター   幡多総合庁舎３階（四万十市中村山手通 19）          TEL/FAX 0880-35-6251 

教科研究センターホームページアドレス  https://www.kochinet.ed.jp/studycenter 

 

速 報 

教科研究センターQRコード 

教科研究センターのホームページはこちらから 

教具の貸出しについて 

https://www.kochinet.ed.jp/studycenter

