
（5）保健体育科の取組 

保健体育科①

６月授業アンケートの課題

①本時の目標や課題を分りやすく、明確にする

ユニバーサルデザイン的視点を取り入れた授業の工夫・改善点
視点 観点 工夫 効果
①導入・展開 課題の明確化 本時のテーマを色を変えて

大きく板書し最後まで消さ
ずにおいておく。

その日に何を学んでいるのか授
業中いつでもはっきり分かる。

③板書 文字の大きさ 大きな字ではっきり書く どの座席からでもはっきり見るこ
とができる。

⑥視覚支援の工
夫

提示物の工夫 体育の授業でもホワイト
ボードを使って説明。

言葉での説明より理解しやす
い。

６月に生徒による授業アンケートを実施し、その課題をもとに授業の工夫・改善を行う

11月授業アンケートからの成果/課題　　
成果：課題の明確化に関しては、生徒のアンケート結果から見ても効果があることが分かった。授業
中、常にその時間に何を学んでいるのかが確認できるというのは、保健の授業において、生徒にとっ
ても分かりやすい授業につながっている。体育授業での視覚支援の工夫に関しても、生徒にとっては
説明がより分かりやすく、また後からでも確認できるというメリットもあることが分かった。

課題:課題の明確化において、本時のテーマを板書する際、いかに生徒にとって分かりやすい言葉で
書くかということに気をつける。教科書で使用されている言葉にこだわらない方が本校の生徒にとって
は良い場合がある。体育の授業に関しては、ホワイトボード等のより効果的な利用方法を検討するとと
もに、使用する機会を今後もっと増やしていく必要がある。

１１月に生徒による授業アンケートを実施し、その課題をもとに授業の工夫・改善を行う

 

   

 

 

 

 

 

 

   ホワイトボードを利用したポイント説明       ２人 1組で行うペアワークの説明 
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保健体育科②

６月授業アンケートの課題

①目標や課題を明確にする

ユニバーサルデザイン的視点を取り入れた授業の工夫・改善点
視点 観点 工夫 効果
①導入・展開 課題の明確化 体育の実技授業でもホワイ

トボードを使い目標・課題
を明確にする。

目標を持って課題に取り組むよ
うになる。

③板書 流れ 黒板を３つに区分けして
「復習･本時の内容･まとめ」
をわかりやすくする。

学習の流れがわかりやすくな
る。遅刻してきても何をしている
のかが分かるようにする。

0 0 0 0

課題:自分自身が体育の授業でホワイトボードを使用することに不慣れだったこともあり、本時の課題
やポイントの説明に時間がかかってしまった。教室とは違い、グランドや体育館では生徒をホワイト
ボードに集中させることが難しいと感じた。説明と実技との時間配分に失敗し、生徒の運動量を十分
に確保できない場面があったので、今後は運動量の確保を優先させるためにも、説明はよりシンプル
にしたい。これからさらにホワイトボードの活用法を模索していきたい。

６月に生徒による授業アンケートを実施し、その課題をもとに授業の工夫・改善を行う

１１月に生徒による授業アンケートを実施し、その課題をもとに授業の工夫・改善を行う

11月授業アンケートからの成果/課題　　
成果：体育の実技授業でもホワイトボードを利用し、課題や本時の流れを明確にすることにより、生徒
の意欲を高めることができた。授業の中で次にどんなことをするのかを、常に視覚的に確認できること
で、次の練習への移行もスムーズになった。

 

     

 

  

 

 

  

 

 

 

 本時の流れ、目標をホワイトボードに記入し可視化    サッカーのチームミーティング 
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（6）芸術科の取組 

 

芸術科

ユニバーサルデザイン的視点を取り入れた授業の工夫・改善点
視点 観点 工夫 効果
①導入・展開 教材提示 創造性をいかせるようグラ

スリッツェンをする。
言葉を自分で探す。ﾃﾞｻﾞｲﾝ力・
文字力を育てる。

⑥視覚支援の工
夫

具体物 臨書の時には生徒に理解
しやすい手本を書く。

個々の生徒の理解力を育てる。

⑦個別への配慮 個に対する支援 各生徒の持ち味を生かせ
るようアドバイスする。

書作品作りに対する興味を大切
に個性を生かして力を付ける。

１１月に生徒による授業アンケートを実施し、その課題をもとに授業の工夫・改善を行う

６月授業アンケートの課題

①生徒一人一人に目を配る

６月に生徒による授業アンケートを実施し、その課題をもとに授業の工夫・改善を行う

11月授業アンケートからの成果/課題　　
成果：基礎的な学習の後、創作活動に入り、ルターを使ってガラスに彫刻するグラスリッツェンを行っ
た。携帯電話で検索し絵と言葉を探し自分の気持ちを込めたオリジナル作品を作ることができた。み
んなの前で自分の作品を紹介し自信がついた。

課題: 友達の作品を見て、感想を出し合い自分の作品に生かせるようにしたい。また硬筆テキストの練
習に終わらないで、さらに練習成果を活かし硬筆の創作作品を作っていく。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    臨書の際の大きく分り易い板書        個別の添削指導（個に対する支援） 
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（7）英語科の取組 

英語科①

ユニバーサルデザイン的視点を取り入れた授業の工夫・改善点
視点 観点 工夫 効果
①導入・展開 課題の明確化 その日の目標や予定を板

書し、具体的に示す。
教師・生徒が共通した「学習の
達成点」を意識することで学習
が効果的に進む。

⑤学習展開 ペアワーク 二人で意見を出し合った
り、分からない箇所を教え
合ったりする。

１人では難しいことも二人いるこ
とでアイデアが出てきたり分から
ない箇所を教え合ったり調べよ
うという意欲が湧いたりする。

⑥視覚支援の工
夫

提示物の工夫 絵ｶｰﾄﾞやﾌﾗｯｼｭｶｰﾄﾞを
使って学習を効果的に進
める。

単語の暗記や単調な文法演習
もﾌﾗｯｼｭｶｰﾄﾞを使用し口頭で行
うことで楽しく効果的に学習する
ことができる。

１１月に生徒による授業アンケートを実施し、その課題をもとに授業の工夫・改善を行う

課題:ペアワークでは教師の目が届かず、集中して課題に取り組みにくい状況が見られた。

11月授業アンケートからの成果/課題　　
成果：絵カードを使うことで口頭による文法項目の定着を図ることができた。ペアワークを通して実践的
な言語活動をすることができた。

６月授業アンケートの課題

①口頭での練習を増やし、ターゲットフレーズの定着を図る

６月に生徒による授業アンケートを実施し、その課題をもとに授業の工夫・改善を行う

 

  

 

 

 

 

 

 

  多文化共生サポーターによる個別支援     ＡＬＴによる学習活動の充実（ペアワークをうながす） 

 

 

 

                     29 

  



 

 

                         30 



英語科②

ユニバーサルデザイン的視点を取り入れた授業の工夫・改善点
視点 観点 工夫 効果
③板書 流れ １時間の学習の流れが分

かるように板書する。
学習の段階が把握しやすく意
識的に学習に取り組むことがで
きる。

③板書 色 重要な語句は赤字で文法
事項は黄色で色分けして
書く。

重点的に覚えるべき単語・熟語
や文法事項が把握でき、効率よ
く学習を進めることができる。

⑥視覚支援の工
夫

提示物の工夫 視覚的に理解しやすい教
材を用いて説明する。

視覚的に分かりやすく説明を捉
えることで、記憶のｲﾒｰｼﾞを促し
理解を促進させることができる。

課題:語彙や文法事項によっては、イラストやイメージ図と関連付けて指導することが難しいものもある
が、平面的な説明に留まらず、できるだけ立体的な説明を試み、工夫しながら理解や定着を促す必要
がある。

①一時間ずっと集中して授業を受けさせる

１１月に生徒による授業アンケートを実施し、その課題をもとに授業の工夫・改善を行う
11月授業アンケートからの成果/課題　　
成果：板書において、語彙と文法で色分けし、明示したことで、ポイントを整理させながら、効果的に学
習に取り組ませることができた。
また、語彙をイラストと関連付けて覚えさせることで、理解や定着をより促すことができた。

６月に生徒による授業アンケートを実施し、その課題をもとに授業の工夫・改善を行う

６月授業アンケートの課題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       学習ポイントの明確化           学習プリントと連動したカードの使用 
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（8）家庭科の取組 

家庭科①

①一時間ずっと集中して授業を受けさせる

ユニバーサルデザイン的視点を取り入れた授業の工夫・改善点
視点 観点 工夫 効果
①導入・展開 見通しのもたせ方 本時の目標を明確化すると

ともに記入ﾌﾟﾘﾝﾄの回収の
有無や時間配分を明示

見通しがつくことにより、より安心
感をもって授業に向かわせる動
機付けができる。

⑥視覚支援の工
夫

視覚支援の工夫 ﾏｸﾞﾈｯﾄで貼れるｶﾗｰ教材
の使用や絵本・赤ちゃん人
形の使用

視覚に訴えることにより興味関
心を高め体験的な活動により記
憶に残る学習となる。

0 0 0 0

６月授業アンケートの課題

１１月に生徒による授業アンケートを実施し、その課題をもとに授業の工夫・改善を行う

課題:タブレット端末をつかい、視覚的なアプローチとして動画を取り入れる授業を多く導入したい。

６月に生徒による授業アンケートを実施し、その課題をもとに授業の工夫・改善を行う

11月授業アンケートからの成果/課題　　
成果：プリント回収の有無や本時の目標を明確にすることで、授業への取り組み姿勢が向上した。実
習などは、視覚的にわかりやすい図示などが理解しやすく効果的である。

 

 

 

 

 

 

 

 

   カードの利用による可視化           特別非常勤講師を活用した調理実習 
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家庭科②

①文字を書くだけではなく、手を動かして考える作業を取り入れて、自らの考えを可視化できるように

ユニバーサルデザイン的視点を取り入れた授業の工夫・改善点
視点 観点 工夫 効果
①導入・展開 課題の明確化 手順を図示する 作業順序をｲﾒｰｼﾞしやすくする

ことでｽﾑｰｽﾞに実習を進めやす
くする。

④机間指導 動き方 生徒の近くに行き疑問点を
聞きやすい環境を作る。

分からない点を疑問のまま放置
せず１つずつ解決していくことが
できるようにする。

0 0 0 0

１１月に生徒による授業アンケートを実施し、その課題をもとに授業の工夫・改善を行う

６月授業アンケートの課題

する

成果：実習科目では、作業手順を伝える際に写真や図を用いた方が、よりはやく理解できるようであっ
た。１人ずつ進度が違う問題演習は、個別に質問に対応することで、疑問が放置されないように取り組
んでいる。

課題:紙を用いた図示や提示は、準備に時間がかかる上、繰り返し利用ができない。今後、生徒が望
む時に望む情報を見せられるように、ICT機器を活用した授業展開についても考えていきたい。

11月授業アンケートからの成果/課題　　

６月に生徒による授業アンケートを実施し、その課題をもとに授業の工夫・改善を行う

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 身近な食材を使った実験を取り入れた授業 
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家庭科③ 

  映像や人形を用いた沐浴実習 

 

 

 



 



 



（9）その他 

  朝鮮語 

    

              

 

 

 

                         テコンドーの実習を取り入れた授業 

                           （朝鮮語における掛け声等、言語を実践的に 

      テーマやポイントの明確化        使用する中でユニバーサル化を意識する） 

     

  体育（個別支援の充実） 

 

 

 

 

 

                      ターゲットゴルフの実技 

タブレットの活用（家庭科・英語科での映像による視覚化、朝鮮語アプリの利用等） 
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