
平成25年２月 岡山県総合教育センター 

特 別 支 援 教 育 の 観 点 か ら の 

一斉指導でひと工夫！ どの子にも伝えたい！ 

岡山県 



アセスメントシートの一部 

授業でのＩＣＴ活用の例（文部科学省『教育の情報化に関する手引』より） 

特別な支援を必要とする児童生徒への視覚支援 

 通常の学級での一斉指導に当たっては，担任，担当教員による日常の児童生徒への観察に

基づきつつ，必要に応じて客観的なアセスメント（例えば岡山県総合教育センター特別支援

教育部作成のアセスメントシート等）も用いながら，実態に合った配慮や工夫が必要となり

ます。今回のリーフレットでは上述のアセスメントシートを活用しながら，視覚支援が有効

であるという実態のある学級におけるＩＣＴ活用例について提案したいと思います。 

何の絵 

でしょう 
形を写そう 

ひらがなを 

見つけよう 

聞いた数を 

答えよう 

 文部科学省（2010）『教育の情報化に関する手引』でも， 「各教 

科等の指導でのＩＣＴ活用や情報教育などの内容に，わずかな配慮や 

工夫をすることで，特別な支援を必要とする児童生徒の指導に大きく 

役立てられる」ことが述べられています。 

 アセスメントシートの結果に基づいて，どのような授業場面でどのような指導・支援が

できるのかを具体的な例として示したものが「支援の手だてリスト」（同センター特別支

援教育部作成）です。このリストに挙げられている具体的な支援の中には，拡大提示や実

物提示等の視覚支援を，ＩＣＴ機器を活用して行うことも提案されています。  リーフレットを開いてください！ 

http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/chousa/kiyou/h22/10-03/index.html


 一斉指導でＩＣＴを活用した視覚支援を行うに当たり，次の３点に留意しました。 

 

○ 担任等の実態把握とアセスメント結果を基に，視覚支援が有効な場面を想定しました。 

○ 岡山県総合教育センター作成の「支援の手だてリスト」や「ＩCT活用ハンドブック」  

  から，具体的なＩＣＴ活用の方法を検討しました。 

○ 「発達障害のある児童生徒への指導は他の児童生徒にも効果的な指導である場合が多  

  い」ことを考慮し，どのような配慮や工夫をするかに焦点を当てました。 

 

  

フラッシュ型教材 

小学校 

銅 

鉄 

デジタル教科書 

・繰り返し行うことで，知識の  

 定着につながります。 

・ダウンロードして活用するこ 

 とができます。また，それら 

 を基に短時間で自作すること 

 もできます。 

・教科書本文や図の拡大，文章の朗読，動画やアニ  

 メーションなど，デジタルならではの機能があり， 

 児童生徒の興味・関心を高めることができます。 

実物投影機  

中学校 

ナトリウム 

参考 eTeachersホームページ http://eteachers.jp/ 

・教科書やノート，立体物などを大 

 きく映して，分かりやすく説明す 

 ることができます。 

・映している画像にペンで書き込む 

 ことで注目させることができます。 

 こんちゅうの足の 

形をかんさつしよう 

 動く生き物の画像もストップモーション機
能を使えば，静止画として提示できます。。 

10度 

50度 20度 

 四つの事例をご覧ください！ 

http://eteachers.jp/
http://eteachers.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 児童の持っている教材と同じ教材を実物投影機を使って，図形の移動の様子 

  が分かるように画面いっぱいに大きく映して操作しました。 

・ ゆっくりと図形を回したり，途中で止めて見せたりすることを繰り返して， 

  回しても同じ三角形であることを★児が確認できるようにしました。 

イメージを実感できるようにするために 

Ａ先生の配慮・工夫 

Ａ先生からひとこと 

・ 「★児は，回転の前後で図形の形自体は変化しないことに気付いて，自分自 

  身で何度も操作して確かめていました。」 

・ 「学級では，操作の様子が映された画面を指さしながら友達に教えている姿 

  も見られ，図形のイメージを確認することができたと思います。」   

学級と支援の必要な児童の実態 
・ この学級には，聴覚から入ってくる情報より，視覚から入ってく 

  る情報の方が理解しやすい児童が多くいます。 
・ ★児は，図形を捉えるのが苦手で，同じ図形でも向きが変わると 

  他の図形と認識しているようです。 

特別支援教育の観点からの支援の方向性 

『教育の情報化に関する手引』P.198から 

（ 算数科「三角形と四角形」） 

・ 「通常の学級での一斉指導の場合，発達障害のある児童生徒の学びを支援す 

  る情報機器は，クラス全体の学習の目標や指導の流れに即して，自然かつ柔 

  軟に使える道具であることが求められる。」   

・ ★児は，視覚的なイメージ力に困難があると予想されます。そこで，例えば， 

  図形を組み合わせる学習をする場合，イメージの弱さを補完するために，操 

  作の様子を見せながら図形の向きの変化に気付かせるとことが有効な支援に 

  なると考えられます。    

実物投影機でヒントを映す 

ゆっくり回す 途中で 

止めて… 

実物投影機でタイマーを映しながら
作業の指示をすることで，児童は，
時間を意識するようになりました。 

タイマーの拡大提示 

（小学校 第２学年 27名） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ デジタル教科書の新出漢字の書き順ア 

  ニメーションを活用すると，初めから 

  漢字の全画が表示された中で，一画ず 

  つ書き順が示されるので，文字全体の 

  形を確かめながら，空書きをすること 

  ができます。 

・ ◆児の様子を中心に，学級全体の空書 

  きを見ました。書き順や「止め」「は 

  ね」「はらい」等の間違いを見つけた 

  ときは，全員で確認したり，個別に支 

  援したりしました。  

 

形を正しく捉えられるようにするために 

Ｂ先生の配慮・工夫 

Ｂ先生からひとこと 

・ 「◆児は漢字書き順アニメーションを見ながら，他の児童と一緒に画数を 

  声に出して，正しく空書きをすることができました。」 

・ 「書き順アニメーションを活用する際，ワイヤレスマウスでコンピュータ  

  を遠隔操作することで，児童の近くで個別支援を行うこともできました。」  

学級と支援の必要な児童の実態 

・ この学級には，見た内容を尐しの間，覚えておくことが苦手な児 

  童が多く， 資料を一度に提示されると覚えづらいことがあります。 

・ ◆児は，文字や図形を描き写すことに困難さがあり，文字をマ 

  スの中に収めたり，空書きしたりすることが苦手です。  
特別支援教育の観点からの支援の方向性 

『教育の情報化に関する手引』P.199から 

（国語科「漢字の書き順」） 

・ 「教科書準拠のデジタルコンテンツは，（略）動画やアニメーション機能な  

  どデジタル処理ならではの機能をもち，（略）コンピュータの特徴を活かし 

  た教材として製作されている。したがって，国語科の単元での文章理解，新 

  出漢字の学習など，一斉指導の場面で活用できることが大きな特徴である。」  

・ ◆児は，空間を認知することに困難があるようです。そこで，文字や図形を 

  一つのまとまりとして認知したり，点画同士の位置関係を認識したりする力 

  を補う支援が必要であると考えられます。    
は
ら
う 五

画

目 

（小学校 第３学年 18名） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 都道府県を覚える際，形が動物や虫などの絵になっているフラッシュ型教材  

  を活用し，次のステップで，地図を塗りつぶした従来の教材を活用しました。 

・ 授業の導入などの短い時間で毎日尐しずつ続けました。説明は省き，テンポ 

  よく，ほめながら進めました。 

 。 

意欲を引き出し，記憶できるようにするために 

Ｃ先生の配慮・工夫 

Ｃ先生からひとこと 

・ 「●児は，動物などの絵になっているフラッシュ型教材に興味を示して尐し 

  ずつ答えるようになりました。」 

・ 「毎日，尐しずつ繰り返したことで，●児は自信をもって答えるようになり， 

  都道府県の名称と位置を覚えることにつながったと思います。」   

学級と支援の必要な児童の実態 

・ この学級には，長い言葉での指示・説明を聞き取ることが苦手な 

  児童が多くいます。 

・ ●児は授業中，プリントを配布しても，なかなか取り組もうとせ 

  ず，机に伏せてしまったり，立ち歩いたりすることもあります。 
特別支援教育の観点からの支援の方向性 

『教育の情報化に関する手引』P.198から 

（社会科「都道府県」） 

・ 「発達障害のある児童生徒の中には，コンピュータなどの情報機器に強く興  

      味・関心を示す者もいる。そのような児童生徒には学習意欲を引き出したり， 

  注意集中を高めたりするために情報機器を活用することが想定できる。」   

・ ●児は，記号的な情報を機械的に覚えることに困難があると予想されます。  

  そこで，記号的な情報を身近な事物に例えて覚えさせたり，フラッシュ型教 

  材などでフレーズ化して唱えさせたりする支援が有効であると考えられます。 

静岡 しずおか ？ 

（小学校 第4学年 26名） 

新潟 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「かくすもん」と実物投影機を使って，注目させたい部分だけを映すように 

  しました。話す言葉を選び，短く説明しました。 

・ 色ペンで書き込みながら説明しました。注目させたい部分が目立つように，  

  書き込んだものをこまめに消すことも心がけました。 

必要な情報に注目させるために 

D先生の配慮・工夫 

実物投影機で教科書などを映すと
き，注目させたい部分だけを映す
ことができるように工夫しました。 

「かくすもん」 
- L字型の紙を組み合わせて作りました- 

D先生からひとこと 

・ 「図や表などを一つずつ提示する方法を繰り返すうちに，▲児は説明してい 

  る部分に注目し，学習に集中するようになってきました。」 

・ 「拡大提示して説明するようになってから，一度の説明で学習活動に取りか 

  かる児童が増えてきたように思います。」   

学級と支援の必要な児童の実態 

・ この学級には，教師の指示が１回では伝わらず，何度も説明の必要 

  な児童が多くいます。 

・ ▲児は，例えば，黒板に注目すべき場面で，教師が説明している箇 

  所とは違う部分を見ていることがあります。 

特別支援教育の観点からの支援の方向性 

『教育の情報化に関する手引』P.198から 

（算数科「比例のグラフ」） 

・ 「発達障害のある児童生徒の中には認知処理に偏りをもつ者も見られ，情報 

  機器によってその偏りや苦手さを補ったり，徔意な処理をより伸ばしたりす 

  るなどの活用も想定できる。」   

・ ▲児は複数の視覚情報の中から重要な情報に注意を向けることに困難がある 

  と予想されます。そこで，図や表が一度に提示されるような学習場面では， 

  不要な刺激を排除した上で実物投影機で必要な情報を拡大する支援が有効で 

  あると考えられます。    

（小学校 第6学年 31名） 
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平成23・24年度岡山県総合教育センター所員研究 

（共同研究；ＩＣＴ活用） 

「一斉指導における特別支援教育の観点からのＩＣＴ活用に関する研究」 

研究委員会 
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       岡山県内小学校教員 ４名 

      研究委員 

       山内 隆彦   岡山県総合教育センター情報教育部長（平成23年度） 
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