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１

はじめに

１.１

特別支援教育における社会的な動向

障害のある人が日常生活又は社会生活を営むために，
必要な法整備が着々と進みつつある。
教育においては，平成24年７月に中央教育審議会初

我が国は，平成26年１月に「障害者の権利に関する

等中等教育分科会から「共生社会の形成に向けたイン

条約」を批准した。これを受け，平成28年４月施行の

クルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

の推進（報告）
」が出された。ここでは，障害のある

（通称：障害者差別解消法）では，障害者に対する不

者とない者とができるだけ同じ場で共に学ぶことを目

当な差別的取扱いの禁止が明文化された。令和３年５

指すことを示している。

月に同法律は改正され，社会的障壁の除去のために必

これを受け，現行の小学校・中学校・高等学校の各

要とされる合理的な配慮の提供が，公的機関だけでな

学習指導要領には，共通して「障害のある幼児児童生

く事業所においても法的義務となった。このように，

徒との交流及び共同学習の機会を設け，共に尊重し合
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いながら協働して生活していく態度を育むようにする

り，両校の児童生徒間で日常的な交流が見られる，全

こと」という一文がある。
共生社会の形成，
インクルー

国的に珍しい形態を持つ特別支援学校である。

シブ教育システムの構築に資する教育の手段として，

附属特別支援学校では，前述の社会的な動向を受

交流及び共同学習が重視されていることが分かる。

け，この恵まれた環境を生かした交流及び共同学習の

１.２

交流及び共同学習を実施する上での課題

実践を平成25年度より重ねてきている。これらの実践

「交流及び共同学習ガイド」
（文部科学省，2019）に

の特徴の一つとして，共同学習の側面に焦点を当てて

よると，交流及び共同学習とは，
「幼稚園，小学校，

いることが挙げられる。今でこそ，共同学習の側面に

中学校，義務教育学校，高等学校，中等教育学校及び

焦点を当てた交流及び共同学習の実践は，全国的に

特別支援学校等が行う，障害のある子供と障害のない

徐々に増えてきたものの，当時としては交流及び共同

子供，あるいは地域の障害のある人とが触れ合い，共

学習の在り方に一石を投じる，画期的な取組であっ

に活動する」ことである。また「交流及び共同学習

た。実際，附属特別支援学校・附属小学校の実践を参

は，相互の触れ合いを通じて豊かな人間性を育むこと

考にした実践が見られる（安里，2021）。

を目的とする交流の側面と，教科等のねらいの達成を

以上を踏まえ，本稿は主に，附属特別支援学校におけ

目的とする共同学習の側面があり，この二つの側面を

る共同学習の側面に焦点を当てた交流及び共同学習の

分かちがたいものとして捉え，推進していく必要」が

各実践を俯瞰し，その授業づくりの考え方について考

あるとされている。

察する。以後，交流及び共同学習と言った際には，特に

一口に交流及び共同学習と言っても，その形態は学
校間交流や居住地校交流，通常学級と特別支援学級と
の交流など，様々な形態がある。各論としてそれぞれ
の課題はあるが，
「交流及び共同学習の推進に関する

断りのない限り，学校間交流のことを指すものとする。

２

目的と方法

２.１

目的

研究（平成28～29年度）研究成果報告書」
（国立特別

附属特別支援学校・附属小学校間で行われた交流及

支援教育総合研究所，2018）においては，課題の一つ

び共同学習の実践における授業づくりを考察すること

として，本人の学ぶ力を培うことを成果とする実践が

を通して，共同学習の側面に焦点を当てた交流及び共

少ないことが指摘されている。同時に，
「
『交流』の側

同学習を実施する上で必要となる考え方を見出す。

面に比べると，実践的な提案がほとんど行われてこな

２.２

かった『共同学習』の側面にも焦点をあてることで，

（１）附属特別支援学校・附属小学校がこれまで実践

より『交流及び共同学習』の意義が深まるのではない

してきた交流及び共同学習について，実践の時

か」とも提言されている。このことは「交流及び共同

系列に沿いながら以下の視点で整理する。

学習の実践としては，交流の側面は充実してきている

ア

方法

例えば，実施時期，単元名，授業概要など

が，共同学習の側面はまだ実践の量としても質として
も，現状には課題がある」ものと受けとめることがで

授業の基本情報

イ

授業を構成する要素
例えば，教科名や学習のねらいなど

きる。
これの解決を目指して実践を積み重ねたのが群馬大

ウ

授業における客観的な要素

学教育学部附属特別支援学校（現在の群馬大学共同教

例えば，参加した児童の学年や人数，教師

育学部附属特別支援学校。以下，附属特別支援学校）

の人数，授業時数など

である。本稿は，その実践の基盤となっている，共同

エ

その他の要素

学習の側面に焦点を当てた交流及び共同学習の授業づ

例えば，学習指導要領の告示等の社会的動

くりの考え方を考察した。

向，学校研究と関連した情報など

１.３

附属特別支援学校の実践

附属特別支援学校は，群馬大学教育学部附属小学校

（２）
（１）の作業を通して，次の観点で交流及び共
同学習の授業づくりを考察する。

（現在の群馬大学共同教育学部附属小学校。以下，附

ア

不易・不変な要素

属小学校）と敷地及び校舎を共有している。これによ

イ

強化されてきた要素
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（３）（２）から得られた要素を整理し，２.１で示し
た考え方をまとめる。
なお，本研究の着想やデザインは執筆者全員による
検討会によって実施した。具体的には，第一筆者を中
心とする検討案を軸に，第二筆者は特別支援教育や学
校経営の観点から，第三・第四筆者は特別支援教育や
授業実践の観点から，第五筆者は教科教育・国語教育
の観点から検討を実施した。

３

前提

３.１

基本の授業づくりの考え方

附属特別支援学校が開校以来大切にしてきた言葉に
「子どもがいて学校がある」というものがある。これ
は，学校が持つ教育課程などの枠に子どもを当てはめ

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

るのではなく，子どもの実態からスタートしてそれに

⑧
⑨

学校が寄り添うということを意味していると考えられ

⑩

る。実際，附属特別支援学校は，平成13年度から学校
研究として，個別の教育的ニーズにこたえる教育課程
を創造することに挑戦している。当時から比べれば形

本人・保護者の願いを捉える
子どもの実態や学習経験を捉える
将来像や支援方針とのつながりを確かめる
子どもが学ぶ内容を具体的にする
将来像と単元の目標とのつながりを確かめる
学習活動を具体化する
学校や家庭，子どもが利用する施設などにおいて
行っている支援方法を取り入れる
子どもの姿と教師の支援を振り返る
単元の終了後，学びの内容と有効であった支援方法
を評価し，記録する
将来像に対する生活場面における子どもの変容と，
有効な支援の方法を関係する人たちと共有し，
評価，
記録する
個別の指導計画と個別の教育支援計画を関連させた
附属特別支援学校の授業づくり

図１

を少しずつ変えては来ているが，子ども一人一人の実
態からそれぞれの子どもに身に付けてほしいことを想

２）
。すなわち，この結論にはこれまでの実践で得た

定し，そのために学ぶべきことを計画的に組織すると

授業づくりの考え方のうち，不易・不変な要素，強化

いう授業づくりの考え方は一貫している。平成28年度

されてきた要素が全て含まれていると考えられる。こ

にはこの考え方を，子ども一人一人に策定している個

こに至るまでの実践の積み重ねを俯瞰し，それらの要

別の指導計画及び個別の教育支援計画と関連させて明

素を明らかにしていきたい。

確に示した
（図１）
。附属特別支援学校における基本の

３.３

授業づくりは，
この考え方に沿うものと考えてよい。
当然，交流及び共同学習を実施するに当たっても，

２つの考え方を比較して

図１と図２とでは，形式がかなり異なるため単純に
比較は難しいが，それを構成する要素を比較した場合，

この考え方を踏襲することになるが，特に共同学習の

大きな差として表れているのは，以下の２点である。

側面に焦点を当てた交流及び共同学習の実践を積み重

・図１に対して，図２には「共通のねらい」，「共通の

ねるにつれ，それならではの授業づくりの過程が見出

テーマ」（４.３にて説明）という要素が含まれる。

されてきた。
３.２ 交流及び共同学習における授業づくりの考え方

・図２では，各過程における配慮事項を，各過程にお
ける考え方や手順と一緒に示している。

附属特別支援学校では，共同学習の側面に焦点を

この差にこそ，共同学習の側面に焦点を当てた交流

当てた交流及び共同学習の授業づくりの過程を「
『共

及び共同学習の授業づくりの考え方があるのではない

に学ぶ』『確かな学びを得る』授業づくりの過程」と

かと考えた。次節では，この差が何によって生じたの

称している。附属特別支援学校の交流及び共同学習の

かをとらえるべく，２.２に沿って考察を進めていく。

実践を学校研究との関連で捉えた場合，授業づくりと
しての結論は，平成28年度から３カ年計画で実施した
学校研究，「人と関わりながら学びを深める児童生徒
の育成」の最終年度の研究紀要にて結ばれている（図

４

考察

４.１

考察した実践について

附属特別支援学校小学部・附属小学校間における，
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附属特別支援学校における交流及び共同学習の変遷
構成する要素

客観的な要素

その他の要素

学校研究

教員数

児童数

対象学年

総授業時数

交流及び共同学習の時数

共通のねらい

学習のねらい

教科等

授業概要

単元名・題材名
（共通のテーマ）

実施時期

実践№

実施年度

関連する情報
■社会的情勢
◎学校研究との関連
○交流及び共同学関習連の情報

基本情報

生活（対象児童）
単元 手紙や文例を参考に，
小４
附特 学習 状況に合った言葉を選
15 小５ ６ ３
「学びを生かし，生
？ んで，自分から話しか
小６
（共通の目的 校
き生きとした暮らし
※１ けることができる
附属小学校４年生との交流
内にみんなが遊べ
を拓く児童生徒の育 ○比較的長期に渡る単元
特別支援学校の友だち る「こうりゅうひ
及び共同学習。附属小学校
成」
に交流及び共同学習を位
Ｈ25 こうりゅうひろばを
とかかわることに関心 ろば」を作り，附 ７
１ Ｈ25
児童と協力して両校の児童
置付けた最初の実践。
９月
つくろう
を持ち，特別支援学校 属小学校１年生や
が一緒に遊べる場である交
（１年次）
の友だちと交流する活
流広場を作り上げていく。
附属幼稚園児を招
―個別の教育支援計 ○交流の側面が強い。
年間
35
附小 総合 動内容を考えたり工夫 いて一緒に遊ぶ）
小４
１ 画の活用に視点を当
40
※５
したりして，特別支援
てて―
学校の友だちの思いや
願いを知り，親しみを
持てるようにする

２ Ｈ26

Ｈ26
６月

かぞえよう
あわせよう

しらべよう
Ｈ26
くらべよう
３ Ｈ26
11月 ～「かさ」の多い，
少ない，同じ～

４ Ｈ27

Ｈ27
11月

Ｈ28
５ Ｈ28
６月

おもしろそうちを
くみたてよう

どうぶつランドを
つくろう

（対象児童）
附属小学校４年生との交流
算数 繰り上がりのある１位
及び共同学習。双六のルー 附特 ※２ 数同士の加法の計算を
ルを基に作成したボード
すること
ゲーム
「テンまでとどけ」
で
（なし）
遊ぶことをとおして，10を
まとまりとしてとらえるこ
とや，数の位取りの仕組み 附小 総合 いろいろな人と上手に
かかわること
について学ぶ。
附属小学校４年生との交流
（対象児童）
及び共同学習において，友
算数
だちが設定した量と等しく 附特 ※２ 任意単位を用いて量の
大小関係を比べること
なるように水の量を調整す
るゲームを行う。これまで
（なし）
に学んだ量の保存性や加法
１次方程式の基礎（□
性等を生かして，量を比較 附小 総合 を使った式）
，等式の
する経験を積み重ね，量の
性質
感覚を豊かにしていく。
附属小学校４年生との交流
及び共同学習。箱やレール
（対象児童）
を用いて，転がる・倒れる 附特 算数 角と角をぴったり合わ
※２
などの動きが連鎖する装置
せること
を作る。箱の向きや位置を
変えると動きの連鎖が変わ
（なし）
ることの面白さに気付き，
思考を重ねる中で，辺の長
展開図についての理解
さや角といった図形につい 附小 算数 を深めること
ての感覚を豊かにしてい
く。
附属小学校２年生児童との
交流及び共同学習。同じ場
（対象児童）
で両校の児童が粘土に触れ 附特 図工 表現したいものを具体
※２
て遊ぶことから始め，徐々
的な形に表すこと
に動物を主とした作品を
作って持ち寄り，
「どうぶ
つランド」を作り上げたと
いう達成感を味わう。こう
することで，互いの存在や 附小 図工 立体作品を作ること
表現方法を認め合う姿を引
き出す。

17

小４
３
小５

４

小４

22

小４
４
小５

２

４

小４

１

20

小４
４
小５

11

小４

１

４
10

７

友だちの様子を見
合い，粘土への多
様な働きかけ方を ７
知り，作りたいも
のを形にすること

附属小学校４年生との国語
（対象児童）
科における交流及び共同学
国語
習。共通の体験や関心事を 附特 ※２ 単語と単語を適切な助
詞でつないで書くこと
かいて つたえよう 題材に壁新聞をつくる。互
Ｈ28
相手に伝わるよう
６ Ｈ28
―みんなにとどけ
いに記事を書く様子やでき
６
11月
に書くこと
ぞくしんぶん― あ が っ た 記 事 を 見 合 う 中
読み手を想定して伝え
で，新たな表現に気付き，附小 国語
方を工夫すること
分かりやすく伝える意欲を
高める。

小２

○附小では算数・数学の
内容を扱っているが，全
員参加でないこともあ
り，扱いは総合的な学習
の時間。

２
（３年次）
―子どもの学びをつ ○初めて，両校共に同じ
なぐ個別の教育支援 教 科 名 で 取 り 組 ん だ 実
計画を活用した授業 践。
実践―
33 １

小２
21 小３ ６
小４

７

◎授業づくりの過程で合
理的配慮の提供を位置づ
けるようになる。

○共同学習の側面を重視
１
（２年次）
した交流及び共同学習の
―地域社会の参加を 検討段階。
見通した合理的配慮
の提供に向けて―

４
16

■Ｈ26.4，障害者の権利
に関する条約を批准。

34

２

■Ｈ28.4，障害者差別解
消法施行。

◎「共通のねらい」，
「共
「人とかかかわりな 通のテーマ」の概念を見
２ がら学びを深める児 出す。
童生徒の育成」

小４
19 小５ ５
小６

（１年次 授業づく
『共通のねらい』の焦
りの考え方を見出す ◎「
点化」という考え方によ
２ 段階）
り，共通のねらいの端的
な表現に取り組み始め
る。

12

１

小４

34

○ふれあい集会，給食交
流などの交流の機会を重
視することに言及。

※１ データが不明なため，当時の授業者の意見も加味しながら，学習指導案の記載より筆者が読み取ったもの。
※２ 平成30年度までの附属特別支援学校は，教科ではなく独自の教育内容を設定していた。例えば，
「国語※２」となっているものは，現行の学習指導要領でいう国語の内容を含んだ教育
内容を扱っていた。
※３ データが不明なため，附属特別支援学校の研究紀要第39集より，課題としてあげられている姿を転記。
※４ データが不明なため，交流及び共同学習を実施している時数を表示
（つまり，単元の最小の時数）
。
※５ 明確に人数を示した資料がなかったため，学習指導案上の環境配置図などの図から割り出したもの。
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構成する要素

その他の要素

（対象児童）
図工 体 の 部 位 を 使 っ た，
※２ 様々な表現の方法を知
ること

（附小）
いろイロな色
―造形遊び―

きいて はなして
つたえよう

（対象児童）
附属小学校５年生との国語
科 に け る 交 流 及 び 共 同 学 附特 国語 話の内容に合わせて答
えたり応じたりするこ
習。友だちや教師にインタ
と
ビューしたことを基に，学
相手の意図や思い
校 を 紹 介 す るVTRを つ く
をとらえて応じる ６
る。相手とかかわる中で，
こと
話し手の意図を捉えて応え
話し手の意図をとらえ
る力や聞き手に伝わるよう
に 表 現 す る 力 を 高 め る 授 附小 国語 ながら聞き，自分の考
えをまとめること
業。

附属小学校３年生との国語
（対象児童）
科における交流及び共同学 附特 国語 語を文字のまとまりで
習を行う。民話「三年とう
捉えて読むこと
読み取ったことを
げ」を題材に，挿絵や言葉
みつけよう
自分なりの方法で ５
を手がかりに物語を読む。
場面の移り変わりや登 表すこと
気付いたことを伝え合い，
場面や心情を読み取る力を 附小 国語 場人物の心情や性格を
捉えて読むこと
高めることを目指す。

（対象児童）
附属小学校児童との図画工
作科における交流及び共同 附特 図工 複数の素材を選び，組
み合わせること
学習。様々な形状の箱を，
ならべよう
Ｈ30
並べたり積み上げたりくっ
立体作品をつくる際に 組み合わせて立体 ２
11 Ｈ29
くっつけよう
２月
つけたりする活動を楽しみ
高さやバランスを考慮 作品を作ること
～はこでつくったよ～
ながら，イメージを広げ，附小 図工 しながら，素材の組み
思い付いたものを立体に表
合わせ方を工夫するこ
す。
と※３

13

３

小２
６
小３

小２

34

小５
20
６
小６

９

小５

34

20

小３
６
４

７

小３

■学習指導要領告示。
・Ｈ29.3 小学校，中学
校
・Ｈ29.4 特別支援学校
（小・中）

３

２

３

３

１

11

１

附属小学校との図画工作科
（対象児童）
における交流及び共同学
素材の特性を生かして
小５
附特
図工
16
３ ２
習。 つ く り た い も の の イ
イメージしたものを立
小６
つなげてつくろう
メージを立体的に表すこと
つくりたいものの
体で表すこと
Ｈ30
ゆめのまち
12 Ｈ29
をねらい，段ボールを素材
イメージを共有し ４
３月 ～わたしたちのまち
として形や大きさといった
集団として一つのまち て立体で表すこと
へようこそ～
４
素材の特徴に気付き，それ 附小 図工 のイメージをつくるこ
小５ 34 １
※４
らからイメージを広げ，つ
と
くりたいものを表現する。

相手に伝わるように書くこ
Ｈ30 みつけてしらせよう とをねらいとした，附属小
13 Ｈ30
６月
マークのひみつ
３年生との国語科における
交流及び共同学習。

14 Ｈ30

Ｈ30
11月

つんで つなげて
いろいろなかたち

（対象児童）
伝えたい事柄につい
５
て，詳しく表す語句を 書くことを選び，
用いて表すこと
相手に伝わるよう
読み手に合わせて，必 に分かりやすく書
要なことを考えながら くこと

附特 国語

附小 国語

情報を選び，文章を書
くこと

附属小学校との図画工作科
（対象児童）
における交流及び共同学
いろいろな形の素材を
習。立方体や直方体，円柱 附特 図工 使って，置き方や組み
や球などの様々な形状の箱
合わせを変え，つくり
を使って積む，並べる，崩
たいものを表すこと
すなどの操作を行う。思い
付いた形にするための組み
箱の形の特徴を生かし
合わせ方を考えたり，児童
て，自分がつくりたい
それぞれの作品をつなげた 附小 図工 ものを工夫して表すこ
りすることをとおして，形
と
への関心を高めていく。

18

小３
４
小４

２

12

小３

１

17
素材の持つ特徴を
基に，積んだりつ
３
なげたりして表す
こと

34

小１
６
小２

３
小１
※４

34

○以後，両校の教員を共
にＴ１として設定するこ
とが定着する。

○附特で初めて，学習指
導要領で示している教科
名を前面に出した実践。

（２年次 授業づく
１ りの手順を見出す段 ○学級を１つの学習集団
として取り組んだ初の実
階）
践。以後の方針の一つと
なる。

33
１
※５

33

○附小における図画工作
の題材をベースに，附特
が交流及び共同学習とし
て題材を参画する。

○児童の実態において，
学習指導要領における段
階などを明記。以後に引
き継がれる。

小１
20 小２ ３
小３

小１

学校研究

教員数

児童数

小２
絵の具の感触を基
18
６ ３
小３
に，手や指で書く
ことを友だちと一
３
緒に楽しみながら
思いついたことを
３
小２ 33 １
絵に表すこと
※４

附属小学校２年生との図画
工作科における交流及び共
同学習。絵の具を使い，思
色水をスプレーで大き 色の変化やその面 ２
い思いの方法で大きな布に
な布に吹き付けて遊び 白さに気付くこと
色を塗る中で，色彩や濃淡
ながら，色の良さや面
附小
図工
の変化の面白さに気付く。
白さに気付き，それを
基にイメージを広げて
色面を作る

Ｈ29
10 Ｈ29
よんで
11月

対象学年

Ｈ29
６月

総授業時数

９ Ｈ29

（附特）
いろで あそぼう

交流及び共同学習の時数

Ｈ29
８ Ｈ29
６月

附特

共通のねらい

学習のねらい

教科等

授業概要

単元名・題材名
（共通のテーマ）

実施時期

実践№

実施年度

液体粘土を混ぜた絵の具を
（対象児童）
使い，絵の具の感触や色の
図工
よさを味わったり，自分や 附特 ※２ 友だちの動きを真似て
活動すること
ちぎって のばして 友だちの表現のよさを見付
Ｈ29
けたりしながら表したいも
７ Ｈ29
ぬってみよう
６月
色の濃淡や混色といっ
～とろとろえのぐで～ ののイメージを広げ，指や
手を使い，自分の好きなも 附小 図工 た面白さに気付き，そ
れを基にイメージを広
のを描いたり，友だちのま
げて色面をつくる
ねをしたりして絵に表す。

客観的な要素

関連する情報
■社会的情勢
◎学校研究との関連
○交流及び共同学関習連の情報

基本情報

○附小における国語の単
元をベースに，附特が交
流及び共同学習として単
元を参画する。

○初めて附特の小学部１
年生・附小の１年生が，
共同学習の側面を重視し
た交流及び共同学習に取
り組んだ。

○附小・附特の合同研修
会対象授業。

◎「共通のねらい」，
「共
通のテーマ」が単に設定
するだけにとどまらず，
指導計画や支援の手立て
を両校で検討する核と
なった。

（３年次 授業づく
りの手順を検証する
段階）
３
○附特が初めて低学年の
みで，共同学習の側面を
重視した交流及び共同学
習に取り組んだ。
１
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図２ 「共に学ぶ」「確かな学びを得る」授業づくりの過程（2018．11改訂版）筆者一部編集

平成25年度から平成30年度までの６年間の交流及び共
同学習の実践，計14本の実践を取り上げた。
小学部の実践を取り上げた理由は，その大部分が教
科での交流及び共同学習だったからである。中学部・

平成30年度までの実践を取り上げた理由は，共同学
習の側面に焦点を当てた交流及び共同学習における授
業づくりの過程について，一定の結論を示している年
度が平成30年度だからである。

高等部にも交流及び共同学習の実践はあるが，各教科

これらの実践を時系列順に並べ，２.２（１）の視

等を合わせた指導（作業学習など）での実践が大部分

点で整理した（表１）
。これは，附属特別支援学校が

であったこともあり，本稿では対象から外した。

発表した研究紀要や学習指導案，公開研究会のリーフ

平成25年度からの実践を取り上げた理由は，前述の
とおり，平成24年７月に「共生社会の形成に向けたイ

レットなどを参考にして，筆者が転記または要約した
ものである。以後，これを基にして考察を進める。

ンクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教

なお，令和元年度以降も，附属特別支援学校と附属

育の推進（報告）
」が出されたことにより，共生社会

学校園間，附属特別支援学校と公立学校間とで交流及

の実現に向けてすべきことを検討する機運が高まりつ

び共同学習の実践を継続して行っていることを付記し

つあったから，また近年において，交流及び共同学習

ておきたい（群馬大学教育学部附属学校園，2021）
。

を比較的長期の単元として実施した初めての年度で

４.２

あったからである。

不易・不変な要素

ここでは，不易・不変な要素，すなわち実践を開始

「共同学習の側面に焦点を当てた交流及び共同学習」の授業づくりの考え方
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した当初から大きく変わらない要素を取り上げる。こ

の学びを大切にすることは一貫している。このこと

こに挙げた要素は，３.１で示した授業づくりの考え

は，全ての実践で個別に学習のねらいを設定している

方に大きく影響していると考えられる。

ことからも分かる。

（１）各要素
■実施時期
実践時期は，６月が６実践，11月が５実践と他の月

後ほど，「共通のねらい」という考え方も導入され
ることになり，考え方が発展したようにも見受けられ
るが，あくまで個の学びが基本であり，なくなったわ

に比べて比較的多い。６月については，両校の児童と

けではない。

も新しい学級に慣れ，実践のための基礎的な環境が整

■交流及び共同学習の時数

備されているためと考えられる。11月については，こ

全14実践について，１実践当たり4.64単位時間の交

こに至るまでに，学校内はもちろん，学校間での日常

流及び共同学習を実施している。これは，交流及び共

交流により，両校の児童が互いに顔を知る存在になっ

同学習を単発で終わらせるのではなく，単元として比

ており，より広く，深い人間関係を構築しているた

較的長い期間の指導期間をとって，交流及び共同学習

め，実践を実施できると考えられる。

を展開することを大切にしているためととらえた。

なお，この時期は附属特別支援学校では授業公開が

ちなみに，附属特別支援学校においては，交流及び

行われることが多い。上記に挙げたことは，交流及び

共同学習の時数を含めた単元の総授業時数は１実践当

共同学習に限らず，通常の授業であっても同様であ

たり18.3単位時間となっており，上述の考えを裏付け

る。それゆえ，この時期の授業公開の実施につながっ

るものとなっている。同時に，指導計画で附属特別支

ていると推察できる。

援学校が自校で実施すること，交流及び共同学習で実

■単元名・題材名（共通のテーマ）

施することを分けているからこそ，表れる数字である

「つくろう」や「かぞえよう」など，14実践中13実
践において，単元名・題材名（共通のテーマ）に「～

と思う。
（２）総括

（し）よう」という形で，学習活動を明示している。

４.２（１）から導かれる，共同学習の側面に焦点

特に，平成28年度以降は「共通のテーマ」
（４.３にて

を当てた交流及び共同学習の授業づくりの考え方につ

説明）という考え方を導入したこともあり，より児童

いて，以下の３点に総括した。

に投げかける言葉としての意味合いが強くなった。そ

・児童間の人間関係の構築が重要である。学校内はも

の意味では，№14の実践は例外である。

ちろん，学校間で人間関係を構築する手立てを講じ

これは，児童の意思を尊重すること，児童・教師が

ておくとよい。こうすることで，学習集団の活性化

するべきことを共有すること，共に学ぶことをそれぞ

につながり，両校の児童で共に学ぶ気持ちを高めて

れ意図したものと考えられる。特に，平成28年度以降

いくことにつながる。これは，図２の⑥，各過程に

は，「共通のテーマ」として，学習集団の一員である

おける配慮事項の欄にある「グルーピングや場の設

児童が使う合言葉として根付き，両校の児童が共に学

定にあたっては，子ども同士の関係を生かす。
」と

べるようにするきっかけを与えるものになっていると

いう一文につながっている。なお，附属特別支援学

考えられる。

校・附属小学校間は両校の校舎で敷地を共有してい

■学習のねらい

るなど，常時交流がしやすいといった恵まれた環境

図１のとおり，附属特別支援学校では，個別の指導
計画と個別の教育支援計画を関連させて授業づくりを

ではあるが，それでも意図した交流の機会が必要で
ある（４.３にて後述）。

行っている。そのため，一人一人の児童生徒に対して

・大きい学習集団になる傾向が強い交流及び共同学習

根拠を持って，学習のねらいを設定，すなわち個の学

においても，学習活動ありきになることなく，あく

びを大切にした実践ができる。個の学びを大切にする

まで個の学びを大切にすることが重要である。学習

ことで，学習活動ありきで実践を進めることはあり得

活動を先に決めてしまうと，個の学びが保障されな

ない。共同学習の側面に焦点を当てた交流及び共同学

くなる恐れがある。

習の実践においても，その考えを引き継いでおり，個

・共同学習の側面に焦点を当てた交流及び共同学習に
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おいては，ある程度長期間で単元を計画し，継続を

容に近い，学校独自の教育内容を個別の指導計画上で

図ることが重要である。一般に，教科の学習は一単

設定している児童で学習集団を編成していた。平成29

位時間で終わりにすることはまれであり，何単位時

年４月はこの段階に位置する。すなわち，現行の「特

間かをかけて学びを積み重ね，それを評価していく

別支援学校小学部・中学部学習指導要領」の告示を控

はずである。共同学習の側面に焦点を当てた交流及

えていた時期も重なっているため，改訂の特徴の一つ

び共同学習についても，考え方は全く同様である。

でもある，学びの連続性を意識して，教科等の扱いを

４.３

同じに近づけようとした様子がうかがえる。

強化されてきた要素

ここでは，強化されてきた要素，すなわち実践の積

Ⅳ段階からは，学校全体としては独自の教育内容を

み重ねの中で新規に取り組んだことや，新しく生まれ

扱っていたものの，附属小学校と同じ教科を，交流及

た考え方，より強い意味合いを持たせたものなどを取

び共同学習の実践に位置付けることに取り組んでい

り上げる。ここに挙げた要素は，３.１から３.２で示

る。学習指導要領の告示がこうした取組に向かわせた

した授業づくりの考え方の変化を生み出している一因

ことは，想像に難くない。

と考えられる。

交流及び共同学習を実践するには，附属特別支援学

（１）各要素

校・附属小学校は確かに恵まれた環境であったが，そ

■教科等（扱い）

れでも共同学習の側面に焦点を当てた交流及び共同学

表１でも示しているが，平成30年度までの附属特別

習の実践を充実したものにするには，実に６年間を要

支援学校は，教科等の内容を再構成した独自の教育内

した。それだけ課題の多い，難易度の高い取組であっ

容を定義し，それを教育課程に位置付けていたため，

たと考えられる。

附属特別支援学校の教科等の扱いは一部曖昧であっ

■対象学年，教科等（内容）

た。それを踏まえると，実践における教科等の扱いは

対象学年の参加状況を，実践した教科と共に，実践

大きく４つの段階に分けて変遷していると考えられる

の時系列順で可視化してみた（図３）
。実践を通して

（表２）。
表２

教科等の扱いの変遷

段階

実践の特徴

実践№

Ⅰ

交流及び共同学習を単元として位置付け
た実践

１

Ⅱ

両校の教科等の扱いが異なる実践

２，３

Ⅲ

両校の教科等の扱いを同じに近づけるよ
う検討した実践

４～８

Ⅳ

両校の教科等の扱いを同じにした実践

９～14

Ⅰ段階では，単元として18単位時間をとって行っ
た，比較的長期にわたる，近年では初めての交流及び
共同学習の実践である。これは，交流の側面が強い実
践であった。
Ⅱ段階では，共同学習の側面に焦点を当てた交流及
び共同学習の検討が始まった段階である。実践の積み
重ねがほとんどなかったこともあり，両校で教科の扱
いをそろえて実践することが難しかったと考えられ
る。２回の実践を経た後，そこでの経験を生かして両
校共に同じ教科の扱いとして実践に取り組もうとした
のは，次の段階である№４の実践からである。
Ⅲ段階では，附属小学校の教科等に合わせ，その内

図３

各実践における両校の対象学年と教科
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みて，両校共に最初は４年生を中心に，徐々に同世代

ぼ全ての実践が34人±１人であるのに対し，№２，№

の児童に対象を広げながら，対象学年の拡大に努めて

３の実践のみ，それぞれ10人，16人と大幅に少なく

いることが分かる。

なっている。これは，学級の一部の児童のみが参加し

国語科の実践については，両校共に中学年以上が対

た交流及び共同学習であり，他には例がない。前述の

象となっている。例えば，
「小学校学習指導要領（平

とおり，この段階では積み重ねがほとんどなく，試行

成29年告示）解説国語編」
（文部科学省，2017）によ

の意味合いが強い。しかし，№４の実践以後は学級全

れば，「言葉の働き」についての指導に際し，小学校

員で交流及び共同学習に参加できていることから，交

第１・２学年では「言葉には，事物の内容を表す働き

流及び共同学習は学級全員で参加するもの，という意

や，経験したことを伝える働きがあることに気付く

識が附属小学校側に根付いてきたと考えられる。

こと。」となっている。これに対し，第３・４学年で

■学校研究との関連（「共通のねらい」，
「共通のテーマ」）

は，「言葉には，考えたことや思ったことを表す働き

附属特別支援学校が学校研究の中で見出した考え方

があることに気付くこと。
」となっている。このよう

に「共通のねらい」，「共通のテーマ」がある。附属特

に，対象学年が中学年以上なのは，文字や言葉といっ

別支援学校（2018）によると，元々，交流及び共同学

た抽象的な概念の理解が始まる発達段階が中学年であ

習を実施するにあたって，学習集団を構成する児童の

るから，と推察される。加えて，国語科では，書く，

実態や学習経験が異なると，それに適した学習活動を

聞く，読むといった資質・能力は，学校種に限らず全

定めることが容易ではないことから，全員が共に学べ

ての児童にとって大切にしたい資質・能力である。特

る学習活動を設定できるように生まれた考え方であ

に特別支援学校の児童にとっては，生活に密着した状

る。これの初出は№５の実践であり，学校研究の初年

況でないと，これらの資質・能力は定着しにくい。そ

度だったことから，その後の学校研究の方向性を決定

こを，附属小学校の児童という同年代の児童との関わ

づけたと言ってよい。

りという，より生活に近い状況を交流及び共同学習

「共通のねらい」，
「共通のテーマ」について，附属

で作り出し，その資質・能力を伸ばすことを試みたの

特別支援学校（2017）は以下のように説明している。

が，№６，
９，10，13の各実践であると考えられる。

共通のねらい

図画工作科の実践については，低学年から高学年ま

一人一人の「学習のねらい」の要素から共通する部

で，幅広い学年が対象である（ただし，附属小学校は

分をとらえ，できる限り焦点化したもの。

中学年での実践例はない）
。中原・豊岡（2018）は，

共通のテーマ

「活動が中心の学習であり，また，言語化が苦手な場

学習集団全員が「共通のねらい」に示した考え方を

合にも作品などのものを介してイメージに共感し合う

働かせることができるよう，学習集団に投げかける合

ことがでる。
」
（原文ママ）
，
「人や物との関係性による

言葉。

価値生成を学びと捉えるため，図画工作科がインク

この考え方は学習活動を設定するために有効だった

ルーシブ教育システムの具現化した授業を行う上で親

ため，以後定着したと考えられる。№13の実践では，

和性が高いといえる。
」と指摘している。これらは，

これを起点にして，指導計画や支援の手立てを両校で

全ての学年で言えることであり，交流及び共同学習は

検討するための核となる考え方となった。

そのような場を作る絶好の機会であったといえる。

■交流及び共同学習関連の情報（給食交流，ふれあい

いずれにせよ，共同学習の側面に焦点を当てた交流

集会）

及び共同学習において，教科及び学習活動を適切に設

４.２（２）で述べたとおり，児童間の人間関係の

定することで，対象学年を幅広く設定することはでき

構築が重要であることから，両校の間でこの構築を進

る，ということが分かる。

める取組が実践外で行われている。№６の実践では，

■児童数

給食を両校の児童で一緒に食べる給食交流，両校の児

ここでは特に，附属小学校の児童数に着目したい。

童でグループを作っていろいろな遊びをする「ふれあ

附属小学校の児童数は，当時も現在も，多少の増減は

い集会」の実施について，その意義と共に学習指導案

あるものの１学級当たり34人が標準とされている。ほ

で述べている。こちらの取組についても，以後の実践
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誠・坂西秀昭・霜田浩信・木村素子・河内昭浩

に引き継がれている。
単一の学級で授業を実施する上でも，児童生徒間の

定することが大切である。それを可能とするのが，
「共通のねらい」の設定である。

人間関係は大切である。普段は異なる学校生活を送っ

・対象学級は，両校共に全員参加を原則とするとよ

ているそれぞれの集団だからこそ，共同学習に焦点を

い。これは，共生社会の形成，インクルーシブ教育

当てた交流及び共同学習の実践を実施する上では，こ

システムの構築といった，社会的動向の要請にも応

のような意図した交流の機会が別に必要であると考え

えるものである。

られる。
■交流及び共同学習関連の情報（Ｔ１の設定）

・両校の教師が主担当として，両校で交流及び共同学
習を共創することが重要である。交流及び共同学習

交流及び共同学習は，必然的に複数の教師が１つの

において，一方が主で他方が副，という考え方はな

学習集団にかかわる。一般に，授業を進行する教師を

じまない。あくまでも，双方共に対等であり，主で

Ｔ１またはMT（Main Teacher）という。各実践の学

なければ共同学習にはつながらない。また，図２の

習指導案によると，№６の実践以前はＴ１として附属

③，各過程における配慮事項の欄にある「交流及び

特別支援学校の教師１人を設定していたが，№７の

共同学習においては，各校で計画していた教材や活

実践以降は，附属特別支援学校，附属小学校それぞれ

動を基に調整・変更する。」という一文は，双方共

の教師１人を共にＴ１として位置付けることが定着し

に対等の立場でなければなしえない。

た。これは，実践を積み重ねる内に，一方の学校が交
流及び共同学習を先導するのではなく，双方の学校で

以上，総括した考え方を，筆者の主観により概念的

交流及び共同学習を作り上げていくという共通認識が

なものから実働的なものの順で並べ替え，整理したも

芽生えたものと考えられる。

のが以下である。

■交流及び共同学習関連の情報（学級を１つの学習集
団に）
特別支援学校側の学習集団について，№８の実践以
前では，児童の実態や学習のねらいが似ている者同士
で編成されていた。№９の実践以降では，№11の実践
を除き，学級を１つの学習集団として編成している例
が多い。附属特別支援学校小学部においては，学級は
複式学級であり，同世代の児童が在籍しているが，そ
の実態や学習のねらいは多様である。このような方針

共同学習の側面に焦点を当てた交流及び共同学習を実施
する上で必要な
「６つの考え方」
（１） 個の学びを大切にすること
（２） 両校で交流及び共同学習を共創
（３） 児童間の人間関係の構築
（４） 対象学級は，両校共に全員参加を原則
（５） 同世代，同じ教科で実施
（６） ある程度長期間で単元を計画し，継続を図ること

５

おわりに

の転換は，共生社会の形成やインクルーシブ教育シス

共同学習の側面に焦点を当てた交流及び共同学習の

テムの構築を具体的な形として示すために必要だった

実践については，公式に発表されていないだけで，各

取組と言えるだろう。

地にあるものと思われる。おそらくそれらの実践は，

（２）総括

附属特別支援学校・附属小学校の教師たちと同様に，

４.３（１）から導かれる，共同学習の側面に焦点
を当てた交流及び共同学習の授業づくりの考え方につ
いて，以下の３点に総括した。

担当の教師が大いに悩み，迷いながら実践されている
はずである。
そのような中，附属特別支援学校は，共同学習の側

・同世代，同じ教科で実施することが重要である。こ

面に焦点を当てた交流及び共同学習の授業づくりの過

れが実践を通して明らかになったことは，図２の

程を，
「『共に学ぶ』『確かな学びを得る』授業づくり

②，各過程における配慮事項の欄にある「特別支援

の過程」として発表した。そして本稿では，この過

学校と小学校の学習指導要領の連続性を考慮する。」

程ができるまでの実践の積み重ねを考察し，「共同学

という一文からもうかがえる。当然ながら，ただ単

習の側面に焦点を当てた交流及び共同学習を実施する

に同世代・同じ教科で実施すればいいのではなく，

上で必要な『６つの考え方』
」を見出した。あくまで

個の学びを保障できる教科及び学習活動を適切に設

も，これらは共同学習に焦点を当てた交流及び共同学
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習を，より「充実させる」ためのきっかけであり，実

ラインに基づく授業実践の考察―特別支援学級に在籍する

際には，実施にかかる事務的な処理や，相手校の深い

児童が交流学級に参加する場面において―．奈良教育大学

理解を求めるための継続した説明など，実施に当たっ
てクリアしなければならない課題を解決していくこと

教職大学院研究紀要「学校教育実践研究」，13，pp.29-39．
・国立特別支援教育総合研究所（2018）交流及び共同学習の
推進に関する研究（平成28～29年度）研究成果報告書．

が必要になるだろう。それでも，附属特別支援学校が

pp.218-221．http://www.nise.go.jp/nc/wysiwyg/file/

見出した授業づくりの過程，本稿が見出した６つの考
え方により，実施に当たっての障壁はいくらか改善さ
れたのではないのではないだろうか。
今後は「充実させる」以前の，相手校と共にスムー
スに「実施する」ための手立てや考え方についても，
考察を深めていきたい。
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