
 

 

１ 現職教育 
＜研究主題＞ 

学校・家庭・地域で，よりよい＜自分づくり＞に努める子どもの育成 
 ～ 「分かる・できる」を実感できる授業，居場所のある集団づくりを通して～ 

 

１ はじめに 

(1)  背景 

平成 24 年 7 月に文部科学省が示した「共生社会の形成に向けたインクルージブ教育システム構築

のための特別支援教育の推進(報告)」では，インクルーシブ教育システムにおいては，①障害のあ

る子どもと，ない子どもが同じ場で共に学ぶことを追求する。②個別の教育的ニーズのある幼児児

童生徒に対して，自立と社会参加を見据えて，教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供する。

③通常の学級，通級による指導，特別支援学級，特別支援学校といった，連続性のある「多様な学

びの場」を用意する等，現在の特別支援教育のよりいっそうの推進の必要性が述べられた。 

また，同年 12月に公表された「通常の学級に在籍する発達障害の可能性がある特別な教育的支援

を必要とする児童生徒に関する調査」によると，学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児

童生徒は，6.5％の割合で存在するとされ，LD，ADHD，高機能自閉症等のある児童生徒は通常の学級

において特別な支援のないままに教育を受けている場合が多いことや，学習への不適応は自己評価

の低下を招き，不登校などの二次的障害につながる場合も多いことからその対応は，「緊急かつ重

要な課題」と示されている。 

これらの現状を踏まえ，本校では，通常の学級における特別な支援を必要とする子どもの二次的 

障害を防ぐという観点だけでなく，障害の有無にかかわらず，一人一人の子どもの教育的ニーズ

を把握し，それに対応した多様な指導等を行うという考え方で取り組むことで，子どもの確かな

学力の向上や豊かな心の育成につながると考え，取り組んでいる。 

 

(2)  本校の児童の実態から 

本校の児童は，素直でやさしい児童が多く，課題に対してまじめに取り組むことができる。また，

任された仕事には責任を持って取り組み，毎日のあいさつ運動や校内清掃などの自主活動も意欲的

に行い，自主性が徐々に育ってきている。学習面では，学習への見通しをもつことで，意欲的に学

習することができ，理解力も高い傾向にある。しかし，学習に対する意欲は個人差が大きく，家庭

での生活習慣・学習習慣にも差が見られる。一方，指示にはよく従うが，自分で考えて判断し，主

体的に行動することが難しく，苦手なものに対して，失敗することに抵抗感を抱き，消極的になっ

てしまう面も見られる。また，授業や日常生活において，自分に自信がもちにくいためか，言語を

通して自分の思いや考えを適切に表現することが苦手であり，相手の立場や考えを尊重しながら話

したり聞いたりする力も十分とは言えない。 

本校の通常の学級にも，学習面，行動面，対人関係面で支援を必要としている児童が在籍してい

る。学習面の困難さとして，知的発達に遅れがないにも関わらず，文字の読み書きや，計算等に困

難さがみられる。行動面の困難さとしては，集中の持続が難しい，衝動性が見られる等があげられ

る。また，対人面の困難さとしては，児童同士のコミュニケーションがうまくいかない，状況の理

解が難しい等，他者との関係や集団活動がうまくいかない場合も見られる。 

そこで，子どもたちが自分に自信を持って主体的に学習したり，活動したりするために，学習の

つまずきや一人一人の教育的ニーズを十分に把握し，多様なニーズに応じた支援を講じることが重

要となってくる。人やもの（教材等），集団とのかかわりを大切にすることを根底に考え，すべて

の子にとって，参加しやすい学校，居場所のある学級を作り，分かりやすい授業を展開することに

よって，児童自らが課題をもって主体的に学んでいく授業をめざしていく。自分の力を発揮し，学

級のみんなで高め合うことを通して，子どもたちは自分に自信をもち，主体的に取り組むようにな

るだろうと考える。様々な学習・活動の場面で，今の自分より，さらによい自分になろうとする，

よりよい＜自分づくり＞に努める子どもの育成をめざし，研究主題を設定した。 

 

(3) これまでの研究から 

本校は，「学校・家庭・地域でよりよい＜自分づくり＞に努める子どもの育成～分かりやすい

授業，居心地のよい学級づくりを通して～」を研究主題に設定し，授業づくり，学級づくりに特



 

 

別支援教育の視点を加味し，発達障害等の有無にかかわらず，すべての子どもが，「楽しく，分

かる・できる」を目指したユニバーサルデザインの考えを取り入れた授業・学級づくりに取り組

んできた。子どもにとって学校は新たな知識を学ぶ場所であり，教師や友達との人間関係づくりを

する場所である。どの子も安心して楽しく充実した学校生活を過ごすためには，一人一人の子ども

の理解と好ましい人間関係，居心地のよい学級集団，分かりやすい授業が必要不可欠である。 

そのために，好ましい人間関係を育て，心の安定を図る全児童を対象にした開発的教育相談を意

図的計画的に行うことで，教師が児童理解を深めるとともに，個に応じた指導を展開することで学

校不適応等問題行動の未然防止に努めてきた。この継続した取り組みを通して，一人一人の子ども

理解に基づいた学級経営を意識したり，普段問題がないと感じている子どもの中にも関わりが必要

な子どもがいると気付けるように子ども理解が拡がったり，教職員全員がつながり，チームとして

子どもたちを支えていこうという教師集団へと成長したりしてきた。開発的教育相談を通して，子

どもへの関わり方を研究し，チームで関わろうとすることで，学校不適応を未然に防止しようとす

る予防的な働きを示しているだけでなく，子どもたちが安心して学校に身を置くことができる居場

所づくりを推進していると考える。 

また，平成２５・２６年度の２年間，高松市総合教育センターからの「特別支援教育に関する研

究委員会」の研究協力校の委嘱研究を受け，「通常の学級におけるユニバーサルデザインの考えを

取り入れた支援の在り方－幼小中の連携による，自立を見通す一貫した教育支援を目指して－」を

テーマに，学級や子どもの実態を把握し，授業において，特別な支援を必要とする子どもたちが，

安心して学習できるような環境づくりや自分のできる力を発揮して学習に取り組むことができるユ

ニバーサルデザインの考えを取り入れた授業づくりに取り組んできた。成果としては，子どものつ

まずきを予想し，「ユニバーサルデザインの授業づくりシート『１２の視点』をもとに」を手がか

りに授業づくりの計画を立てて実践し，その子どもがどのような姿であったのか，その視点は適切

であり，支援は有効であったのかを検証することができた。また，児童理解に基づく，教育相談的

な関わりを学習活動に取り入れた学習形態を工夫することで，認め合える学習集団づくりにつなが

った。 

しかし，授業を焦点化，視覚化しても，参加しづらい児童が出てくる。ユニバーサルデザインの

授業づくりは，周りの児童が学習課題や指導方法を教育的ニーズのある児童に合わせるものではな

い。大人でも児童でも，認知特性には得手不得手がある。すべての児童が必要な視覚情報・聴覚情

報を自由に選択でき，課題や意欲をもって学習できるようにすることが大切である。つまり，児童

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していく必要があると考える。 

そこで本年度も昨年度の取り組みを生かし，安心して学ぶことができる学級集団の中で，分か

りやすく充実感のある授業を展開することで，自分のよさや可能性を実感しながら，主体的に＜

自分づくり＞に努める子どもを育てる。そのために，一人一人の児童の教育的ニーズを的確に捉え，

ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業における，多様なニーズに応じた配慮・支援の在り

方を明らかにする。特に，多様なニーズに応じた支援の内容と授業づくりに必要な学習環境の整備，

安心して学習することのできる学級集団づくり，授業の改善を目指す。グループや全体の場で互い

の思いや，多様な考えを伝え合い，学び合い，「学びの共有による相互理解の促進」を図ること

で，楽しさを感じ，理解を深めながら主体的に学び続ける，よりよい自分づくりに努める児童を育

成していきたい。 

 
２ 研究主題について 

(1) よりよい＜自分づくり＞に努める子どもとは 

「よりよい＜自分づくり＞に努める子ども」とは，自分を見つめて自分を知り，よりよい自分

をめざして努力する子どもととらえる。「自分を見つめ自分を知る」とは，今の自分の長所を伸

ばし，短所を少しでも克服しようと努めることである。「よりよい自分をめざす」とは，様々な

人と望ましい人間関係を築くことができる自分をめざすことである。 

そのためには，できるだけ多様な人とかかわり，互いのよさを学び合う場が必要である。「安

心して学ぶことのできる学級集団」の中で，「わかりやすく充実感のある授業」を展開すること

で，子どもは主体的に取り組もうとする。「障害特性に応じた適切な個別の教育支援」によって，

充実感や達成感を味わい，よりより「自分づくり」に主体的に取り組んでいくことができるだろ

うと考える。 

 



 

 

(2) 「分かる・できる」を実感できる授業，居場所のある集団づくりとは 

学校教育は集団での活動や生活を基本とするものである。学級が安心できなかったり，授業が

分からなかったりする状態が長く続くと子どもたちの心に不安な状況が生まれ，特別な支援を必

要とする子どもたちは，二次的な問題を引き起こす可能性がある。安心して過ごせる集団づくり

を実現することで，すべての子どもが楽しく授業に参加でき，「分かる・できる」ことにつなが

っていくと考える。つまり，自分を見つめて自分を知り，よりよい自分をめざして努力する子ど

もを育てるためには，一人一人の子どもの生活面や学習面等のつまずきや一人一人の教育的ニー

ズを十分に把握し，多様なニーズに応じた支援を講じることが重要となってくる。 

①「分かる・できる」を実感できる授業づくりとは 

本校が考える「分かる・できる」授業とは，国語や算数等で学習内容が分かり，テストで得点

がとれるという意味だけでなく，学んだことを学習場面や生活で生かしたり，一過性でなく定着

させたりすることと捉える。通常の学級に，約 6.5 パーセント程度の割合で特別な支援を要する

子どもが在籍している可能性があるならば，授業の中での支援は「全体への支援」の他に「個別

の支援」や「個を意識した全体への支援」が必要となってくる。配慮を必要とする児童への指導

の工夫は，学級の全ての子どもを生かし，伸ばすことにつながると考える。また，学級の中には,

学習内容への理解が早く高い質の授業を求める子どもと,個別の支援を要する子ども,その間に位

置する多くの子どもたちが在籍する。学級に在籍する全ての子どもたちが「分かる・できる」授

業とするために，特別支援教育の視点を加味し，発達障害等の有無にかかわらず，すべての子ど

もが，「楽しく，分かる・できる」を目指したユニバーサルデザインの考えを取り入れた授業づ

くりに取り組む。 

②居場所のある集団づくりとは 

「居場所」とは学校に自分の席があるというような物理的なものではなく，自分という存在が

固有のものとして認識され，認められ，あてにされていると感じられる精神的な拠り所（集団）

ととらえる。教科の学習や学校行事，学級活動，児童活動等の特別活動の様々な集団活動を通し

て，子どもたちが相互に絆を深め，連帯意識を育てるとともに，個への配慮により一人一人の居

場所をつくり、自己有用感を高めていく。 

 

３ 研究仮説 

【研究仮説】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 研究の視点 

(1)  ＜視点１＞  特別支援教育の視点を取り入れた子ども理解と支援 

 

 

 
  特別支援教育の視点を取り入れた子ども理解とは，「子どもについての情報を様々な角度から収集

し，それらを整理分析して子どもの実態や全体像を理解していくこと」と捉える。医学的な検査や知

能検査だけでなく，学校で見られる子どもたちの行動の様子や学力の状況，家庭環境等を的確に把握

し，子どもたちの得意なところと苦手なところを見つけることを大切にしていく。教師は児童の日頃

の言動を観察したり，児童や保護者と対話したりするとともに，「先生と話そう月間」やアンケート

調査，ケース会議などをもとに，児童や学級の実態把握に努め，学級経営の改善に役立てる。 

 

(2)  ＜視点２＞ 安心して過ごせる，居場所のある学級集団づくり 

 

 

 児童一人一人の特性を応じた個別の指導計画を教職員の連携のもとに作成し，支援を展開するこ

とで，学級の中に居場所があり，学ぶ喜びがある学校生活をつくれるだろう。 

 集団の状態を教職員のチームで把握し，自己選択や自己決定を大切した集団活動を展開すること

により，認め合える集団づくりができ，自己有用感が高まるだろう。 

 児童が安定した人間関係をもち，学級の中に居場所ができ，安心して学ぶことのできる集団づく

りができれば，意欲的に学び，自信をもって取り組むことができるだろう。 

児童一人一人が，学校生活において役立っていることを実感できるようにするとともに，話合い

を充実させ，次に活かす振り返りを行うことによって，互いに認め合い、よりよい学校生活を築こ

うとする児童が育つであろう。 

一人一人の教育的ニーズに応じた支援をさらに発展させ，多様なニーズに応じた授業づくり，集

団づくりをすれば，意欲的に達成感を持って活動に取り組み，いきいきと輝く児童が育つだろう。 

 



 

 

安心して過ごせる，居場所のある集団とは，「興味関心があることに取り組めるゆとりがある」

「わからないことがわからないと言える」「つまずきや試行錯誤が受け入れられる」「温かい雰囲

気があり，安心して自分の力が発揮できる」集団であると捉える。居場所のある集団となるために

は，「子ども同士の協力や助け合いがある」こと，学校生活の中で「できないことができるように

なる」ことが挙げられる。「できないことができるようになること」は，児童の達成感や充実感に

つながり，その中で友達とは違う自分のよさに気付き，実感することを通して，自己存在感の実感

へとつながっていくものと考える。そのためには，一人一人の思いや願いが取り入れられた活動や

思いや考えを出し合う機会や場が必要である。また，そのような活動の中で，協力や助け合いを通

して，自分のよさや違いだけでなく，友達のよさや違いにも気付き，認め合えるまでに高めていく

ことが，学級での精神的な安心感につながっていくものと考える。つまり，お互いを認め，尊重し

合うという好ましい人間関係により，学級という集団を育て，最終的に「このクラスでよかった，

このクラスが好きだ」という「学級集団としての肯定感」を育てることが重要だと考える。 

小学校学習指導要領では，第 1 章 総則の「学級経営の充実を図り…」について，あえて第 6 章 

特別活動でも重ねて記述し，強調している。このことは，安心して過ごせる，居場所のある学級集

団づくりのために，児童によるよりよい生活づくりや人間関係づくり，日常の生活や学習への適応

などを内容とする特別活動が重要な役割を果たすことを示していると考える。 

特別活動では，よりよい生活や人間関係を築くために，児童が自分たちで役割を分担し合ったり，

任された仕事の責任を果たしたりするなど，集団の一員として，集団に寄与する活動を展開してい

く活動である。児童は，その活動過程で，達成感や充実感を味わい，仲間と互いのよさを認め合っ

たり自分の成長に気付いたりするなど，「自分自身の持ち味やよいところ」や「仲間から必要とさ

れていること」「自分も役に立っていること」を実感することができる。これらを通して，集団の

中で自分がどれだけ大切な存在であるかということを自覚するなど，自己有用感が育まれていくと

考える。 

活動にあたっては，目標や達成方法などを学級全員で話し合って共通理解して，一人一人が役割

をもってその責任を果たしながら自主的に行動し，協力して実践できるようにすることを大切にし

たい。そのために，互いに認め合い，自由に意見交換ができる集団づくりを行う。また，子どもた

ちが自分のこととして捉え，学級（学校）の問題を自分たちが考え解決しようとできるように，教

師は，一緒に考えたり悩んだり喜んだりしながら支えていきたい。 

 

(3)  ＜視点３＞ 「分かる・できる」を実感できる授業づくり 

 

 

 

 特別な教育的ニーズのある児童を含め，様々なニーズのある児童が在籍する学級において，すべ

ての児童の多様な教育的ニーズに応えるためには，個別に行う支援で対応することに加えて，一斉

授業の中に多様なニーズに応じる適切な指導や支援を盛り込んで授業を展開することが重要と考え

る。そこで，ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業を，「特別な指導や支援を必要として

いる児童だけでなく，あらゆる子どもにとって，安心して主体的に取り組め，わかりやすく達成感

の得られる授業」ととらえ，一人一人の学び方の違い，多様性に柔軟に対応できる授業づくりに取

り組む。さらに，子どもたち同士が，グループや全体の場で互いの思いや，多様な考えを伝え合い

交流することで学びを深め，「学びの共有による相互理解の促進」を図ることをめざしていく。 

そのために，子どものつまずきからユニバーサルデザインの授業を構想する際の支援の視点とそ

の内容及び支援の手がかりとして高松市総合教育センターの特別支援教育に関する調査研究が作成

した「ＵＤの保育・授業１２の視点」を活用する。この視点を活用することで，具体的な配慮や手

立てのレベルで焦点化したり，共通理解のもと共有化が図れたりすると考える。さらに，教師と児

童とが配慮や支援を合意形成し，互いに納得を引き出せるように支援活動を展開することで，主体

的に学習に参加できる児童を育てることができると考える。また，教師と児童，児童同士の対話に

よって，活動を広げたり深めたりすることで，だれでも安心して参加できる授業，安心して過ごせ

る学校となると考える。 

 

５ 研究内容 

＜視点１＞  特別支援教育の視点を取り入れた子ども理解と支援 

(1)  児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応した特別支援教育の推進  

 児童の特性に応じた学習方法や学習形態を柔軟に選択できる仕組みを単元や単位時間内に用意

することによって，どの子も学びを充実させることができるだろう。 



 

 

①  個別の指導計画及び個別の教育支援計画の作成と活用 

② 多様な学びの場の工夫 

③  特別支援学級と交流学級における交流及び共同学習の推進 

(2） 特別な支援を必要とする児童への支援の充実  

① 特別支援教育校内委員会を中心とした特別支援教育の体制づくり 

② 生徒指導推進委員会における情報交流と支援内容の充実 

③ 特別支援教育に関する校内研修の充実 

④ 外部関係機関との連携の充実 

  ⑤ 保健室の相談機能の充実 

  ⑥ 校内環境の整備 

(3) 特別支援学級の取り組みの充実 

 

＜視点２＞ 安心して過ごせる，居場所のある学級集団づくり 

(1)  好ましい人間関係づくりの推進  

  ① 学級づくりの意識化 

② 「ふれあいのある学級にするためのアンケート」による児童，学級集団の実態把握 

  ② 学校不適応の未然防止と気になる児童への支援としての「先生と話そう月間」 

  ③ 一人一人が安心して楽しく生活するための環境づくり 

  ④ 日常の学校生活の中で取り組みの工夫 

(2) 望ましい集団の育成をめざす学級活動の活性化 

① 対人関係を育てることを目的とした教育相談の手法を取り入れた活動の推進 

② 一人一人に出番や役割のある活動の充実 

 ・自己選択，自己決定する場の工夫 

・個の思いや願いを交流する場の工夫 

・自他のよさに気付く場の工夫 

・自己存在感を味わう場の工夫 

③ 自己を振り返る活動（自己評価）と自己のよさに気付く活動（他者評価）の継続 

(3) 校内の特別活動等の充実 

 

＜視点３＞ 多様な学びがある，「分かる・できる」授業づくり 

(1)  だれもが「授業に参加している」「分かった・できた」と感じることができる授業の設定  

   ① 内容や活動を絞った焦点化の工夫 

  ・単元及び年間を見通した学習活動の工夫 

  ・１時間の活動構成の工夫 

 ② 児童の実態や単元のつまずきの把握と支援 

  ・付けたい力の明確化と適切な支援の検証 

  ・児童の特性に応じた学習方法や学習形態を柔軟に選択できる仕組みづくり 

  ③ 児童の考えを引き出したり，思考を深めたりする発問や助言の精選 

  ④ 学習（思考）の流れを創ったり，振り返ったりする板書の構造化 

⑤ 一人一人の意見や考えを学び合うための共有化の工夫 

(2) 多様な学びを支えるための土台づくり 

① 基礎的基本的な力の定着を図るための「ドリルタイム」「チャレンジタイム」の活用 

② 主体的に家庭学習に取り組む子どもを育てるための「レッツスタディ」の活用 

(3)  交流（学び合い）のある授業の充実 

「交流（学び合い）のある授業」には，基本的に次の４つの学習過程があると考える。特に，学ぶ

意欲を高め，伝えたい思いのもとを大切にする授業を構想する。そのためには，「つかむ」過程と「学

び合う」過程を重視した指導を行う。 

＜学び合いのある授業における４つの学習段階＞ 

１「つかむ」 …  本時の学習課題をつかむ。本時の自分の目標を明確にする。など 

２「もつ」  …  主体的に学習課題を解決しようとする。解決方法を見つける。解決の見

通しをもつ。自分の考えをもつ。ノートなどに自分の考えをかく。など 

３「学び合う」…  ○相手に自分の考えをわかりやすく伝える。 

（言葉，動作，態度，絵や表，音） 



 

 

○相手の考えを理解しようとして聴く。相手の思いや意図を理解しよう

とする。（うなずきながら聞く。相づちを打ちながら聞く。驚きや賞

賛の動作をしながら聞く。自分の考えとの相違点を明確にしながら聞

く。） 

○相手に対して自分の意見や質問を投げかける。その意見につないだ意

見を言う。友達と異なる立場の意見を言う。質問に答える。  

○相手から学んだことを自分なりの表現でまとめる。 

４「ふりかえる」… 本時の活動を振り返り，次の課題を探る。本時の学習内容をまとめる。

本時の自分の伸びを確認する。（ノートやワークシートに） 

 

①  交流の（学び合った）過程が分かるノートづくり 

交流（学び合い）により本時の課題を達成した自分の成長が実感でき，それを振り返ることで，

基礎・基本の充実と学ぶ意欲を高めるために，ノートづくりを重視する。  

②  子ども同士の対話による授業づくりのための学習形態の工夫 

  声の大きさ 視線・態度 表現物 

ペ

ア 

・相手に聞こえる大きさ ・相手の目を見て話す，聞く ・ノートやカードなど相手に分か

るもの 

グ
ル
ー
プ 

・グループ内の友達に聞

こえる大きさ 

・グループ内の友達の様子を見

て話す，聞く 

・伝わっていないと感じたら話

し方を変える 

・ノートやカードなどグループ全

員に分かるもの 

一

斉 

・クラス（教室にいる人）

みんなに聞こえる大き

さ 

・教室の中央に向いて話す 

・話し手の方に向いて聞く 

・クラス全体に見える大きな表現

物 

・プロジェクタで大きく提示 

③ 交流の（学び合う）過程における児童に使わせたい言葉(話型) 

 児童に使わせたい言葉 教師の手だて 

・ここまではいいですか？この続きを説明

してもいいですか？ 

・間違っていたので言い直します。 

・よく分からないのでもう一度説明してく

ださい。 

・○○さんの考えとは違うのですが，その

考えもいいと思います。 

・○○さんの意見のここを直すといいと思

います。 

・○○さんの意見を聞いてよく分かりまし

た。 

・みんなで考えたのでよく分かりました。 

・伝えたくなる状況をつくる。（目的意識・相手

意識をもたせる） 

・教材・教具・題材などを工夫し，もっと考えた

くなるような提示をする。 

・課題意識の連続が図れる単元構成の工夫をする。 

・話し方の例を示す。 

・いい言葉を使えた時に大いにほめ，カードに書

いて常設する。 

・「本当にそうなの」と揺さぶる発問をする。 

・意図的指名により，思考を深めていくための交

流を工夫する。 

 

６ 研究方法  

研究主題達成に向け，常に研究の方向を明確にし，理論の研究や実践の計画，活動の具体化，評価

を中心に研究を進める。  

(1)  運営上の工夫 

  ・ 研究日は原則として木曜日とし，行事等でできない場合は変更する。 

   ・ 校長，教頭の指導を受けながら，全体研修を中心に進める。必要に応じて外部からの講師を招

き研修を行う。 

  ・ 学年団の実践研究を中心とし，全体研修や部会別研修を生かして効率よく研修に努める。 

(2) 授業研究について 

・  日常の実践を研究主題に基づいて積み上げていく 。 

・ 授業提案を行い，学び合う体制づくりに努める。 

・ 参観の視点・討議の柱を明確にする。事前に検討したり，模擬授業をしたりして視点を絞って

参観し，討議に生かすようにする。 



 

 

・  配慮を要する児童の変容や授業の板書を記録し，次時に生かす。 

・  焦点化した主張点に沿って研究討議し，成果と課題を明確にし，継続的・発展的な研究になる

ように努める。 

(3)  現教推進委員会を編成し，調和のとれた年間計画の立案，研修活動等，全般の研修の推進に 努

める。  

(4)  人権・同和教育を推進する。 

(5)  特別支援教育についての研修を行い，特別支援教育への理解と指導のあり方等について理解を深

める。  

 

 

７ 研究組織 
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特別支援教育コーディネーター ◎中村 
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