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特別支援教育に携わる教員の専門性向上のための 
テレビ会議システムを活用したオンサイト研修の検討（３） 
 
－特別支援教育特別専攻科の講義配信－ 
 
平澤紀子＊1・神野幸雄＊1・坂本 裕＊2・池谷尚剛＊2 
廣嶌 忍＊2・谷崎 毅＊2・冲中紀男＊3 

 

テレビ会議システムを活用した特別支援教育に携わる教員の専門性向上のためのオンサイト研修の一環

として，平成18年度から大学と特別支援学校や受講生の自宅を結んで，特別支援教育に関する遠隔授業２

科目を実施した．遠隔で講義を受けられるという利点を保障し，学生の満足感を高めるためには，講義内

容を学生のニーズに応じた魅力的なものにするとういう努力を前提として，方法論的には，いかにインタ

ーラクションの機会を設定するかが重要であることが明らかになった． 
 

〈キーワード〉 特別支援教育，オンサイト研修，講義配信，テレビ会議システム，専門性向上 

 

１．はじめに 

 

特別支援教育に携わる教員の専門性向上のための

テレビ会議システムを活用したオンサイト研修につい

て，第一報では特別支援学校と大学を結んでの研究授

業の事前及び事後検討について，第二報では大学で開

催した講演会を特別支援学校に同時配信しての研修会

について検討を加えた（坂本・谷崎・三牧・池谷・廣

嶌・平澤・神野，2006，平澤・神野・池谷・坂本・

廣嶌・谷崎・大井・冲中，2007）．第三報となる本

稿では岐阜大学特別支援教育特別専攻科（2006年度

までは特殊教育特別専攻科）に社会人入学した特別支

援学校の教員への大学での講義として平成18年度か

ら実施した遠隔授業のうち，テレビ会議システムを使

用した同期型講義ついて報告する．そして，テレビ会

議システムによる講座の配信によるオンサイト研修に

ついて，受講者の授業評価を基に，考慮すべき点や課

題について整理し，今後の示唆を得ることを目的とす

る． 
 

２．運用例 

 

(1) 対象授業 

 2006年度特殊教育特別専攻科科目 

前学期：「発達障害児指導法特論」 

後学期：「発達障害児行動心理学特論」 

 

(2) 受講学生・講義概要等 

① 受講学生 

 18名：通学生12名 遠隔生６名（学校5・自宅1）  

② 講義概要等 

ア 発達障害児指導法特論 

講義概要等は表１，２に示すとおりであった． 
イ 発達障害児行動心理学特論 

講義概要等は表３，４に示すとおりであった． 

 

(3) 授業者の授業改善 

受講生のほとんどが現職教員である点，教室・遠

隔同時の講義である点から，次のような点を考慮し，

講義を進めた． 

① 発達障害児指導法特論 

ア 考慮した点 

・理論についての講義では，具体的な事例をあげ

て，教育現場で実際出会う問題・課題と結びつ

けて説明するように心がけた． 

・理論についての講義後，そのテーマに合わせた 

*1 教育学部附属特別支援教育センター     *3 岐阜県立大垣特別支援学校 
*2 教育学部特別支援教育講座          
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表1講義「発達障害児指導法特論」の講義概要  表3 講義「発達障害児行動心理学特論」の講義概要  

【講義概要】   

発達障害の歴史，概念，定義について解説し，知  

的障害と自閉症を中心に，その支援の基本的考え方  

を講義した．また，そうした基本的な知識や支援の  

考え方をもとに，特別支援教育コーディネーターと  

して発達障害を有する児童・生徒の保護者とどのよ  

うに共通理解を図り連携していく必要があるかにつ  

いて検討した．  

【授業内容】  

1発達障害の定義・概念の理解  

2 知的障害の定義・概念の理解と支援の基本的  

考え方  

3 自閉性障害の定義・概念の理解と支援の基本  

的考え方  

4 保護者との協働関係を構築ためのアプローチ  

の方法  

【事前履修科目】なし  

【参考資料等】 適時配布  

【講義概要】   

主に自閉性障害や知的障害児を中心として，学習  

された行動として行動問題を捉え，応用行動分析学  

から効果的な指導法について検討する．とくに，行  

動問題とコミュニケーション行動や望ましい行動と  

の関連や置き換えに焦点を当てる．  

【授業内容】  

1 行動問題の機能  

2 行動問題とコミュニケーション行動，望ましい  

行動との関連  

3 競合行動バイパスモデル  

4 反応選択のメカニズム  

5 行動問題の機能的アセスメント  

【事前履修科目】なし  

【参考資料等】保育士のための気になる行動から読  

み解く子ども支援ガイド（学苑社）  

表4講義「発達障害児行動心理学特論」の講義日・講義内容  

1  10月4日  発達障害の特性と気になる行動から  

読み解く支援   

2  10月11日  発達障害児の支援基盤の確立（保護  

者との協力関係の形成）※   

3  10月18日  望ましい行動の支援1（課題分析）   

4  10月25日  望ましい行動の支援2（ボトムアッ  

プ・トップダウン）   

5  11月1日  望ましい行動の支援3（環境設定）   

6  11月8日  気になる・困った行動から読み解く  

支援1（行動問題の機能）   

7  11月15日  気になる・困った行動から読み解く  

支援2（予防的対応）   

8  11月22日  気になる・困った行動から読み解く  

支援3（次につながる事後対応）   

9  12月6日  教室における望ましい行動の支援実  

践の発表と討議1   

10  12月13日  教室における望ましい行動の支援実  

践の発表と討議2   

11  12月20日  教室におけるに望ましい行動の支援  

実践の発表と討議3 

12  1月10日  課題のまとめ1   

13  1月17日  課題のまとめ2   

14  1月24日  課題のまとめ3   

表2講義「発達障害児指導法持論」の講義日・講義内容  

日 付   講 義 内 容   

1  4月14日  オリエンテーション   

2  4月28日  発達障害概念の歴史的変遷   

3  5月12日  課題・討議   

4  5月19日  子どもと発達と障害・支援ニーズ   

5  6月9日  課題・討議   

6  6月16日  知的障害の定義・概念   

7  6月16日  知的障害のある子どもの支援   

8  6月23日  課題・討議   

9  6月23日  自閉性障害の定義・概念   

10  6月30日  自閉性障害のある子どもの支援   

11  6月30日  ・課題・討議   

12  7月7日  まとめ①▲発達障害のとらえ方と支援  

の基本的考え方   

13  7月7日  まとめ② 保護者への支援，連携   

14  7月14日  レポート（事例研究）発表   

※6月16日，23日，30日，7月7日は遠隔授業を2校時連続し   

て実施した．  

※10月11日の講義内容は，特別支援教育センター「特別支援   

教育コーディネーター実践講座」と重ねて配信した．  
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課題（具体的な状況を仮定し，子どもと親への支

援の方法について検討する課題）を出し，次の講

義で受講者のレポートを発表してもらい，質疑応

答を行った． 

・教員の側からの一方的な講義にならないように，

受講者の講義への主体的な参加と受講者相互の意

見交換を促すよう配慮した． 

イ 課題 

・受講者が機械操作に戸惑い，慣れるのに時間がか

かった．技術担当者のサポートが必要である． 

・機器の技術的な問題・トラブルにより遠隔生の受

講に支障が生じたことが1回だけだがあった． 

・授業者がAIMS-Gifu注１の基本的操作に関して不

慣れで十分に活用できなかった． 

② 発達障害児行動心理学特論 

ア 考慮した点 

・学校現場で生じる課題を整理し，解決に役立つよ

うに，教育実践の文脈を想定して理論や概念を説

明するように心がけた． 

・毎回，Q&A形式の小レポートを実施し，該当す

る事例や事象について回答し，発表してもらうこ

とで学習の理解度を確認した． 

・講義の前半は理論や概念を説明し，後半はそれら

の観点から，教育実践を整理し，発表してもらっ

た． 

・教室・遠隔の講義のため，講義時間内の学生・教

師とのインターラクションがもてるように，意見

発表の機会には学生の顔を写した．また，教室と

遠隔生が質疑応答する 時間を設定した． 

・遠隔学生の講義の連続性を確保するために，上

記の小レポートを毎回出すことに加えて，メー

ルでの質問に応答した． 

イ 課題 

・当初，機械操作が学習できずにもたついたが技術

担当者の支援により次第にスムーズになった． 

・遠隔生はとくに，授業以外でのインターラクショ

ンが内容の理解や深まりに重要であったと考えら

れる．今回は，教員，学生の双方がやりやすいメ

ールで実施したが，今後は，AIMS-Gifu上での

グループコミュニケーションなども取り組むとよ

いと考える． 

・その一方，インターネット環境やAIMS-Gifuの

基本的操作に関する事前学習が必要であり，とく

に１年で終了する特専の場合，学年当初にそれを

教授することが重要である． 

 

(4) 受講生による授業評価 

遠隔講義を受講した現職教員による授業評価は次

のようであった． 

ア 利点 

・勤務時間終了前に大学に向かう必要がなく，かつ，

帰宅時刻も遅くなりすぎないことがとても助かっ

た． 
・大学に足を運ばなくても，直接に大学の先生の講

義を聞いたり，質問をしたり，意見を言ったりす

ることができたのはとても良かった．やはり，本

などを読むよりも直接に話が聞けるのは良かった． 

写真1 「発達障害児指導法特論」の講義風景 

写真2 「発達障害児行動心理学特論」の講義風景 
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・何か所かに離れた所にいてもお互いに意見を言っ

たり，質問をし合ったりでき，また，それを聞い

たりできるのもよかった． 

・映像と音声の多少のずれはあったが，同時通信は

おおむね快適だった． 
イ 改善点・検討点 

・後学期に改善していただいたが，講義の中でカメ

ラを移動させて発言者（受講者）の顔が見えるよ

うにしていただけると話が聞きやすく，発言もし

やすい． 

・マイクを通さないと聞き取りにくく，大学にいる

人たち同士の話が始まるとこちらには伝わらない

部分があった． 

・マイクが雑音を拾いすぎて，先生や発言者の声が

聞き取りにくい時があった． 

・遠隔地でも画面を分割して資料と発言者が見られ

るようにしてほしい．  

・パワーポイントの画面ばかりでなく，先生や発言

者，会場全体などを臨機応変に映してもらえると，

発言者の意図やニュアンスがこちらに伝わりやす

いと思う． 

・パワーポイントなどで提示される資料が，事前に

手元に届いていると，講義を聞いていても分かり

やすかった．なかなか画面だけの資料で講義を聞

いていくのはつらい面があった．  

・パワーポイントの画面を見ながら，姿の見えない

発言者の話を聞き続けるのはきつい． 

・大学に誰がいるのか，どんな雰囲気なのかは 後

までよくわからなかった． 

・先生方は，意図的に遠隔地の受講生が感想や意見

を言う場面を設けあったのと思うが，遠隔教室サ

イドとしては，日頃直接話ができない，本会場の

受講生の意見も聞きたいという思いがあったので，

どちらもバランスよく発言の機会を設けてもらえ

るとよい． 

３．おわりに 

 

今回，大学の教室と3箇所の遠隔会場を中継しなが

らの講義を担当したが，あらためて，毎日学生と顔を

合わせて講義をすることの意味や効果を確認した感も

ある．担当者や学生の授業評価を基に，本講義を振り

返ると，遠隔で講義を受けられるという利点を保障し，

学生の満足感を高めるためには，講義内容を学生のニ

ーズに応じた魅力的なものにするとういう努力を前提

として，方法論的には，いかにインターラクションの

機会を設定するかが重要であると考えられる．とくに，

教員や他学生と顔を合わせる機会が限られている遠隔

会場の学生にとって，こうした考慮が不可欠である．

そのためには，資料，講義者，受講者の画像を切替え

る作業をスムーズにしていく必要がある．また，講義

以外での質疑や学生同士の意見交換の場をAIMS-

Gifuなどに設定しておくことも有効と考えられる．

今後は，こうした改善を行い，より充実した遠隔授業

が提供できるように努力していきたい． 
 
注１ Blackboard社製のLMSであるBlackboardを岐

阜大学仕様にしたもの． 
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