
 

 

事業報告 
国立特別支援教育総合研究所ジャーナル 第５号 201６年３月

77 

ＩＣＴを活用した教員の専門性向上充実事業に係わる事業報告 

 
梅田真理・日下奈緒美・徳永亜希雄・定岡孝治 

（教育研修・事業部） 
 

 

要旨：教育研修・事業部は，本研究所が行う研修事業に関する業務と，本研究所が主催するセミナーに関する事

業，また関連機関等との連携協力に関する事業に取り組んでいる。その中で，今年度は都道府県等における教職

員に対する特別支援教育に関する専門性の向上及び担保のための取り組みを支援することを目的として，「ICT を

活用した教員の専門性向上充実事業」に新たに取り組んだ。本稿では，その事業について，具体的な取組の内容

と今後の活用に向けた方針等について報告する。 

見出し語：教育研修・事業部，特別支援教育，教職員の専門性向上，ICT 活用 

 

Ⅰ．はじめに 

 

特別支援教育においては，特別支援学校の在籍者

数の漸増，小・中学校の特別支援学級数の増加など，

特別支援教育を受ける児童生徒が年々増加している

状況が見られる。 

こうした中，中央教育審議会初等中等教育分科会

の「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育シ

ステム構築のための特別支援教育の推進（報告）」（平 

 

成24年）では，特別支援学校における教育の質の向

上の観点から，特別支援学校教諭免許状取得率の向

上による担当教員としての専門性を早急に担保する

ことが必要であるとされるとともに，インクルーシ

ブ教育システムを構築する上で，すべての教員の特

別支援教育に関する専門性の向上が重要であると提

言されている。 

また，平成23年に改正された障害者基本法では，

「国及び地方公共団体は，障害者の教育に関し，人材 

 図１ ICT を活用した教員の専門性向上充実事業 
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の確保及び資質の向上，適切な教材の提供などを促

進しなければならない」こととされるなど，特別支

援教育に携わる教員の専門性向上を図るための取組

が強く求められている。 

このような状況を踏まえ，本研究所では，都道府

県等における教職員に対する特別支援教育に関する

専門性の向上及び担保のための取り組みを支援する

ことを目的として，①通常の学級，特別支援学級，

特別支援学校等に分けた教職員の領域別の「講義・

教材コンテンツのインターネット配信」，②研究所が

実施している特別支援教育専門研修の中で， 新の

ICT機器等を活用した指導の充実・普及を目的とし

た，「ICT設備等を用いた『ICT活用実践演習室』で

の実践指導研修」を実施することとした。 

主な事業内容は，①については，配信コンテンツ

の整備とコンテンツ配信システムの開発・整備，②

についてはICT設備・機器を整備した「ICT活用実践

演習室」の整備及び設備等を活用した研修の企画検

討である。事業全体の構想は図１に示す通りである。

それぞれの内容については，以下に報告する。 

 

Ⅱ．配信事業「NISE の 105 コンテンツ」 

 

１．インターネットによる講義配信 

本研究所では，都道府県等の特別支援教育センタ

ーや学校等における教職員を対象に，インターネッ

トによる講義配信を行っている。これまでに，「特別

支援教育研修講座基礎編」45 コンテンツと，「特別

支援教育研修講座専門編」60 コンテンツの，計 105

コンテンツを配信している。今年度は，コンテンツ

の効果的な活用を提案するとともに，より学校現場

のニーズに対応した利用環境を提供できるようにす

るため，配信コンテンツの整備とコンテンツ配信シ

ステムの開発・整備をすることとした。概要は，以

下のとおりである。 

 

１）105 コンテンツの内容／について 

 

（１）「特別支援教育研修講座 基礎編」 

 各都道府県等における障害のある児童生徒等の教

育に携わる教員の資質向上を図る取組を支援するた

め，各障害等の基礎的な内容を体系的・計画的に整

備した 45 コンテンツを提供している。今年度，横

断的内容６編の内容を見直し，リニューアルした。 

 

（２）「特別支援教育研修講座 専門編」 

 各都道府県等における障害のある児童生徒等の教

育に携わる教員の資質向上を図る取組を支援するた

めに，各障害等の基礎的内容をさらに深化したもの

で，65 コンテンツを提供している。 

この基礎編・専門編は，障害別（視覚障害・聴覚

障害・言語障害・知的障害・重複障害・肢体不自由・

病弱教育・自閉症・発達障害）の領域と，特別支援

教育全般にわたる横断的内容から構成されている。 

 

２）対象者 

視聴の対象としては，障害のある児童生徒等の教

育に携わる教員で，特別支援学校教員，小・中学校

等教員のほか，教育委員会などの教育行政関係者と

している。 

 

３）視聴のための手続き 

視聴する場合，ｅメール等により申請の手続きを

行い，機関登録をする必要がある。申請者は機関登

録の代表者として登録され，ID とパスワードが配布

される。ID とパスワードを配布された機関に所属す

る職員は，研修会等の集団視聴のほか，個人視聴も

可能である。 

 

２．これまでの活用状況・実績に関する調査 

本研究所では，研修コンテンツの体系的・計画的

な整備・充実を図ることを目的に，平成 26 年度に

登録機関対象にアンケート調査を実施した。調査の

概要は以下のとおりである。 

 

１）調査の目的・方法 

 

（１）目的  

本研究所が実施しているインターネットによる講

義配信について，各登録機関のニーズ及び視聴状況

を把握し，今後のインターネットによる講義配信シ

ステムの整備充実及び活用状況把握の方法を検討す
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図２ 回答を得た登録機関の内訳 

る資料とする。 

 

（２）方法  

講義配信の登録機関 1，098(平成 26 年９月４日現

在)に対して，登録されている連絡用メールアドレス

に配信し，アンケートサーバに回答を求めた。 

 

２）結果 

 

（１）実施日 平成 26 年９月 30 日 

 

（２）回答数 登録機関 1,098 のうち，313 機関

（28.5％）につては e メール送信時点で不通であっ

たため，実際の送信件数は 785 件となった。回答は，

104 機関から得られ，回収率は 13.4％であった。 

 

（３）回答のあった登録機関の内訳 

 回答のあった 104 機関の内訳を図２に示す。教育

委員会の内訳は，都道府県（1.92％），市町村（5.77％）

である。その他は，療育センターなどである。 

 

（４）講義配信の活用形態  

活用の形態について，複数回答（選択）を求めた

ところ，研修会の企画や実施の参考とするための視

聴（51 件），校内・園内等での個人視聴（35 件），

校内・園内等の研修での集団視聴（16 件）の順に多

かった。これらから，個人視聴や集団視聴など研修

目的で利用されていることや，研修企画の参考とし

て利用されていることがうかがえた。 

 

（５）講義配信の効果  

 インターネットによる講義配信で効果があると思

われることについて，複数回答（選択）を求めたと

ころ，図３のような結果となった。 

 

（６）利用頻度  

登録機関での講義配信の利用頻度について複数回

答を求めたところ，個人の自由視聴としているとい

う回答が一番多かった（65 件）。次いで，必要時に

不定期に利用している（24 件）という回答が多かっ

た。 

 

（７）利用者のニーズ  

講義配信で今後あると良い内容について，記述に

よる回答を求めたところ，大きく３つの内容に整理

された。 

① 校種や職種に対応した内容の整備 

② 障害種を超えた 新動向や喫緊の課題に関す

る内容 

③ 障害種ごとの指導に関するより専門的な内容

の充実 

①については，特別支援教育支援員や時間講師を

対象とした基礎的な内容に関する内容，通常の学

級・通級指導教室・特別支援学級・特別支援学校と

それぞれの学びの場で必要とされる知識理解，指導

法に関する内容への要望がみられた。②については，

「合理的配慮の実際」，「個別の教育支援計画，個別

の指導計画」，「キャリア教育」などが挙げられた。

図３ 講義配信で効果があると思うこと（複数回答）

(件)
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③については，より具体的・専門的な内容を求める

意見が多かった。この他，過去に行われた研修（専

門研修，セミナーなど）での講義を視聴できるよう

にしてほしいという意見もみられた。 

 

３）考察 

今回の調査では，連絡用メールアドレス不通の機

関が 28.5%あり，回答率も 13.4%と低かった。その

原因としては，登録当時の担当教員が異動し，その

後の担当者に講義配信システムのことが引き継がれ

ていない等が考えられる。このことから，視聴後に

講義配信の視聴状況を把握するためのアンケート等

のシステムを設定することや，コンテンツの更新や

関連情報の提供などといった，視聴者の利用環境整

備の在り方も検討が必要である。併せて，講義配信

システムの活用例，利用方法等を掲載したリーフレ

ットの作成など学校等での積極的な活用を推進する

ための方策を検討する必要がある。 

活用の形態については，個人視聴や集団視聴など

研修目的で利用している一方で，校内・園内だけで

なく，自宅でも視聴できるようにしている機関もあ

ること，回答の「その他」の中にも個人視聴の回答

が多いことから，講義配信を視聴する環境（ソフト

ウェアや OS）を多様にすることが求められる。そし

て，個人視聴だけでなく，集団視聴による活用例を

紹介するリーフレット等の作成が必要である。また，

利用の頻度については，個人の自由視聴としている

登録機関が多かったことから，機関においての定期

的な利用が少ないことがうかがえる。したがって，

リーフレットを活用するなどして，コンテンツの利

用の仕方を紹介する工夫が必要であると考える。さ

らに，個人の自由視聴がよりスムーズになるような

利用環境の改善を検討する必要がある。 

講義配信の効果については，障害種に係る知識理

解を深めるという点での目的は達成されていると考

えられる。今後は，新しい情報の発信と研究成果普

及，指導法や教材など実践的な内容，学びの場に応

じた内容の充実が求められる。 

今回の調査結果から，インターネットによる講義

配信の目的である，基礎的或は専門的な知識理解を

深め専門性向上に寄与するという点については，評

価を得ていると思われる。一方，今後の対応として，

以下の点について検討していくことが課題である。 

 

（１）内容面の充実  

多様な学びの場に応じた内容の整備や，インクル

ーシブ教育システム構築を踏まえたより実践的な内

容の整備，そして法令等の改正等に伴う内容の更新

が必要である。 

 

（２）周知方法の工夫  

視聴モデルなど，利用方法と活用例を示すことや，

教育委員会をはじめ，メディア活用を含めた周知の

在り方を検討していく必要がある。 

 

（３）利用環境の改善  

他Webブラウザや他端末（タブレット端末，スマ

ートフォンなど）での視聴が可能となるようにする

ことが求められる。また，視聴者がより活用しやす

い講義一覧等の整理や改善を図ると共に，視聴後に

「利用形態」や「効果が得られたか」等を尋ねる利用

アンケートを設定するなどして，今後の更なる改善

につなげる環境の設定が必要である。 

 

３．平成28年度からの講義配信の見直し 

平成 26 年度の調査結果を受け，「ICT を活用した

教員の専門性向上充実事業」では，平成 27 年度に講

義配信の見直しを行い，システムの整備を進めてき

た。新システムは，平成 28 年度から公開予定である。 

 以下に，その概要を示す。 

 

１）指導の場に応じた検索システム 

 インクルーシブ教育システムの構築が進む学校現

場のニーズに対応するため，多様な学びの場に応じ

た検索が可能となるようにした。視聴者がどのよう

な学びの場での指導について研修したいのか，自身

の特別支援教育の経験や対象の障害等と合わせて検

索することで，研修ニーズに応じた適切なコンテン

ツを選択することができるようにする。例えば，小

学校の通常の学級に在籍する児童について，視覚障

害の特性に応じた指導に関する研修を受けたい場合，

視聴者は「小学校」「通常の学級」「視覚障害」を選
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択し，それに自身の特別支援教育の経験や対象児童

の障害による教育的ニーズがどの程度かを必要に応

じて選定すれば，対象のコンテンツが抽出されると

いう仕組みだ。この検索システムにより，105 のコ

ンテンツから視聴者がニーズに近いものを見つけ，

自身の専門性向上のための研修とすることができる。 

 

２）研修での活用モデルを提案 

 例えば，校内研修などの集団視聴と個人視聴とい

った視聴形態に合わせたものや，初めて特別支援学

級を担当することになった教員向け研修や，障害別

の基礎編と専門編の活用など，目的に合わせたコン

テンツの組み合わせなど，視聴モデルを示すことで，

よりニーズに応じた活用ができるようにしていく。 

 

３）より多くの教員が活用できるように 

 現行の機関登録から，個人登録制に切り替えるこ

とにより，より多くの教員が職場内外で視聴できる

ようにする。 

 

Ⅲ．ICT設備等を用いた 

『ICT活用実践演習室』の整備 

 

１．目的 

本事業においては， 新のICT機器等を整備した

「ICT活用実践演習室」を設置し，その活用を通して

ICT機器等を活用した指導の充実・普及を図ること

を目的としている。 

 

２．内容 

今年度は，「ICT活用実践演習室」（以下，「本演習

室」）の整備を中心として事業を進めた。本演習室に

おいて行う内容については以下のように考えた。 

・研究所で行われる特別支援教育専門研修の障害の

ある児童生徒が，通常の学級に在籍した場合の基

礎的環境整備や合理的配慮等について考える上で，

特にICT活用はどうあるべきかについて，実践を

通して検討する。 

・あらゆる障害種の児童生徒が在籍している可能性

のある通常の学級での，合理的配慮等を踏まえた

授業研究を行う。 

・特別支援教育専門研修等において，各障害種の特 

性に応じた，研修員のICT活用能力向上のための 

演習を行う。 

また，これらの内容を行うために必要な設備につ

いては，以下の方針の下，整備を進めることとした。 

①小・中学校の通常の学級を想定する。（収容人数は

20人程度） 

②教室環境は，バリアフリーでユニバーサルなデザ

インとする。対象は全障害種を想定するが，今年度

は聴覚障害，肢体不自由，発達障害を想定してICT

機器等を整備する。次年度以降，他の障害種につい

ても整備を進めていく。 

③授業研究で活用する各教科のデジタル教科書（指

導者用）や教科指導等に関連するソフトウェアや個

別指導等に活用できるソフトウェアを整備する。 

④授業研究に関しては，実際に授業をする者と，そ

れを観察し検討する者が必要である。従って，授業

研究の際には，授業者や児童生徒役の研修員の様子

が観察できるカメラシステムを整備する。また，こ

のシステムについては，対象となる研修員数が多く

本演習室の収容人員を超える場合でも対応できるよ

う，研究所内のLANを使い，他の会議室でも観察等

ができるような映像配信機能を備えるものにする。 

⑤上記④の授業研究等において，教師用PCから児童

生徒用タブレットPCへの資料の一斉配布や，児童生

徒用タブレットPCからのデータ送信，児童生徒同士

の協働学習等を可能にする「双方向配信システム」

を整備する。 

 

３．特色 

目的にもあるように障害種に対応した 新の機器

であることを重視し，聴覚障害対応の 新のFM補

聴器システム，肢体不自由に対応する入力補助器具

及び視線入力用のソフトウェア及びタブレットPC

（図４），発達障害へ対応するタブレットPCやアプリ

ケーション等を整備している。 

 また，授業研究や演習においては，アクティブ・

ラーニングを可能とするシステムを整備した。主な

特色は以下の三点である。
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１）映像配信システム 

第一には，ウェアラブルカメラを組み込んだ映像

配信システムである。授業全体の映像配信だけでな

く，児童生徒の手元の様子，さらには，授業者の視

点で授業が観察できる。これによって，授業者の指

導技術の検討が可能となるだけでなく，配慮すべき

児童生徒を見ているかどうかの確認など，特別支援

教育において必要な視点についても検討することが

できる。実際に装着した様子を図４，５に示す。 

 

図４ ウェアラブルカメラを装着した様子 

 

図５ ウェアラブルカメラを装着し教壇に立つ様

子 

 

２）用途に応じて使用可能な教室設計 

第二には，この映像配信を受けて，授業者，児童

生徒役以外の研修員が，映像を見ながら授業内容に

ついてディスカッションやグループワークなどがよ

り柔軟にできるよう，中央に可動式壁を設置した。 

授業研究の際には壁で区切り，演習室１，２に授

業を行う側とその様子を見て検討を行う側が分かれ

て研修を行うが，ICT 活用能力向上のための演習・

実習等を行う際には，壁を格納して一室として使用

することもできる。演習室１，２の様子は図６，７

示すとおりである。 

 

図６ ICT 活用実践演習室１ 

 

図７ ICT 活用実践演習室２ 

 

３）双方向配信システム 

第三には，電子黒板とタブレット PC を双方向で

つなぐ「双方向配信システム」である。資料の一斉

配布やタブレット PC からのデータ送信が可能なだ

けでなく，それぞれのタブレット PC を使用しなが

ら，他の研修員と協働で資料を作成することも可能

とした。また，すべてのタブレット PC のデータを

電子黒板上に分割画面で表示できる機能があり，こ

の学びを集団で共有するという学びの広がりを実現

した。 

 

４．研修事業における活用 

 本演習室は目的でも述べたように，特別支援教育

専門研修において活用するが，平成 28 年度からは

「インクルーシブ教育システムの充実に関わる指導
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者研究協議会」の「特別支援教育における ICT 活用

に関わる指導者研究協議会」においても活用を計画

している。 

 今後は実際に運用しながら，上記研修だけでなく

合理的配慮における ICT 活用の在り方や，ICT 機器

に関する効果の検証等を行っていく予定である。 

 


