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院内学級中学校数学授業記録の事例分析に基づく教師の指導方略決定のモデル化 
―教師の指導過程分析に基づく「多重的指導方略決定モデル」― 
 

山内章正*1・益子典文*2 

  
院内学級で中学校数学科を担当する第一著者は，自らの授業構成を対象として，学習者の特性に応じ「回復

不安軽減型」，「回復・学習不安軽減型」，「意欲・交流促進型」，「自信回復型」という４つの授業タイプに類型

化した（山内，益子，2009）．このモデルにより，個々の学習者に対する授業タイプの変容の可能性を検証する

ため，院内学級の４名の学習者個人に対する継続的な観察記録（授業記録）データを蓄積し，分析を行った．

その結果，院内学級の中学校数学授業は，学習者のタイプ分けとそれぞれの学習者に応じた指導方略の抽出・

類型化のみで対応できる授業ではなく，授業を受ける学習者を取り巻く様々な要因を考慮しつつ設計を行う「多

重的指導方略決定モデル」に基づき，動的な授業設計が行われていることを示した． 
 

〈キーワード〉 院内学級，教育実践，中学校数学科，指導方略，多重的指導方略決定モデル 
 
Ⅰ．はじめに 

 

第一筆者（以下，筆者）は，自らの院内学級での中学

校数学授業構成を対象として数学授業記録を分析する

ことにより，院内学級の中学校数学授業構成が学習者の

特性に応じた４つのタイプに類型化し，そのモデル化を

行った（山内，益子，2009）．そのモデルは，病状の回

復意欲の喚起を主たる目標とする「回復不安軽減型」，

回復に対する不安解消と同時に数学学習に対する意欲

の喚起を目標とする「回復・学習不安軽減型」，院内学

級での交流を通じて数学学習の意欲の喚起を目標とす

る「意欲・交流促進型」，そして学校のカリキュラムへ

復帰する自信を持つことを目標とする「自信回復型」の

4 つのタイプである． 

実際の院内学級の授業は，入級時以降，継続的に実施

していく中で，教師は様々な要因，例えば病状の回復や

授業当日の学習者の様子などを読み取り，常に調整を図

りながら授業を設計している．特定の学習者の授業に着

目した場合，その学習者の時系列に沿った病状の変化な

ど，多様な要因に対し，教師は普通学級の授業と比較す

ると，大きな柔軟性を備えた授業設計をしているはずで

ある．従って，教師が特定の学習者に対し，時系列に沿

ってどのように授業を変容させているか，そしてそれは

なぜかについて，学習者個人に対する継続的な授業記録 

を分析することにより示すことができよう． 

そこで，本論文では，学習者個人の継続的な授業記録を

分析し，学習者のどのような様子に基づき，授業にどのよ

うな変動が見られるのかを示し，実際面での授業の詳細化

を図るとともに，院内学級の教師が授業を設計する際に必

要な判断の明確化を図ることを目的とする． 

 

Ⅱ．タイプ別の実際の授業展開の分析 

 

１．目的 

 学習者の特性に応じた院内学級・中学校数学の授業設計

において，教師の指導方略がどのように決定されているの

かを明確化するため，第一著者が担当教師として実践した

院内学級の数学授業記録に基づき分析を行い，院内学級の

教師が授業構成をする際に必要な判断を行うための要因

を抽出し，授業における指導方略決定のモデル化を図る． 

 

２．調査対象者 

院内学級入級時には，院内学級担当教師と保護者との面

談ならびに，担当医師からの伝達事項がある．面談を行っ

た教師は，その情報を他の担当教師に伝達し，共通理解を

図ることになる．この入級時の情報をもとに 4 タイプの学

習者を抽出した． 

分析対象の学習者は，表１に示した，平成 19 年度 2 学
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期から平成 20 年度 1 学期にかけて院内学級に在籍してい

た学習者 4 名である． 

この 4 名の学習者は，先行研究において授業モデル化し

た 4 タイプのそれぞれの学習者である（山内，益子，ibid）． 

1) タイプ A（回復不安軽減型）の学習者 

タイプ A となる学習者は，中学校 3 年女子学習者で，3

ヶ月以上 6 ヶ月未満の中期の入院期間であった．ただし，

院内学級へ入級するため，担当医師が許可するまでに 3 ヶ

月間かかっている．病気治療を継続しているため，前籍校

で学習を受けていない時期がある．以後，このような状態

を「入院前の学習の空白状況」欄に示す．院内学級での数

学の授業時数は，5 時間であった．院内学級入級時の面談

で，保護者は，受験を心配されており，子どもの勉強に対

して必要な体力づくりを期待されていた．面談における対

話から，院内学級では学習の支援・心の手だてとして，『本

人は，いたって暢気であるが，保護者は学習面を気にして

おられる．前籍校との連携を密にして退院後の進路指導が

スムーズに行われるようにする．』ことを考え，学習事項

の重点事項としては『学力保障，本人のペースに応じた学

習』を院内学級教師の共通理解とした． 

2) タイプ B（回復・学習不安軽減型）の学習者 

タイプ B となる学習者は，6 ヶ月以上の長期入院となっ

た男子学習者で，中学校 2 年生から 3 年生にかけて院内学

級に在籍した．入院入級までは，前籍校へ通常通り通学で

きていたので前籍校での学習の空白は無かった．入級時の

保護者の考えは，『体調の回復を何よりも第一に考えてお

られる．入院中の学力の保障．少しでも勉強ができれば．』

であった．面談における話から院内学級では学習の支援・

心の手だてとして，『教室学習だけでなく，今後はベッド

学習が考えられる．どちらかというと学習より運動が好き

なようで，突然の入院で，本人もがっかりしている．入院

して間もないので，おとなしい印象を受けたが，家でもそ

んなにおしゃべりをするタイプではないらしい．前籍校と

の連携を密にし，退院後安心して復帰できるよう支援して

いきたい．』を考え，学習事項の重点事項としては『本人

のペースに応じた学習』を院内学級教師の共通理解とした． 

3) タイプ C（意欲・交流促進型）の学習者 

 タイプ C となる学習者は，中学校 2 年女子学習者で，3

ヶ月未満の短期入院であった．全ての授業が教室で実施で

きた．入院入級までは，前籍校へ通常通り通学でき，前籍

校での学習の空白は無かった．入級時の保護者の考えは，

『健康の回復を第一に考えつつ，生活のリズムを崩さない

生活をして欲しい．学習の空白がないよう，学習を進めて

欲しい．』であった．面談における話から院内学級では 

学習の支援・心の手だてとして，『理解力もあり学力も高

い．真面目でノートもきれいにとれていて，自主的な学習

もきちんとできている．本人のペースに合わせて，決して

無理をさせない範囲で学習を丁寧に進めていきたい．』を

考え，学習事項の重点事項としては『学力保障』を院内学

級教師の共通理解とした． 

4) タイプ D（自信回復型）の学習者 

 タイプ D となる学習者は，中学校 3 年男子学習者で 3

ヶ月以上 6 ヶ月未満の中期の入院期間で，主に教室学習が

実施できた．院内学級入級までに病気治療のため学習を前

籍校で受けていない学習の空白の時期があった．20 時間実

施した数学の授業は，主に教室学習ではあったが，体調の

容体を考え，病棟より依頼でベッド学習が 1 時間実施され

た．入級時の保護者の話は，『小学校 4 年生から発作が起

こり始めた．現在の状況は文字が二重に見え，疲れがある

ときに発作が起こりやすいようだ．学力の遅れを少しでも

無くしたい．』であった．面談における話から院内学級で

は学習の支援・心の手だてとして，『体調を考慮しつつ，

無理の無いよう学習を進めていかなければならない．特に

発作を呼びやすいとされるパソコンを使用させることは

避けること．』を考え，学習事項の重点事項としては『基

礎基本の事項の定着を目指す』を院内学級教師の共通理解

とした． 

 

３．分析方法 

 分析対象の授業記録は，タイプ A の学習者が 5 時間分，

タイプ B の学習者が 14 時間分，タイプ C の学習者が 12

時間分，タイプ D の学習者が 20 時間分，合計 51 時間分

表 1 分析対象学習者 

学習者 学　年
入級
期間

学習形態
入院前の学習
の空白状況

数学授
業時数

タイプA ３年 中期 ベッド 有 5

タイプB ２～３年 長期 ベッド・教室 無 14

タイプC ２年 短期 教室 無 12

タイプD ３年 中期 主に教室 有 20



 
 

39

の授業記録である（院内学級の授業は 1 回あたり 1 時間で

ある；理由については，山内，益子 2009 参照）．具体的な

授業記録の例を，表 2 に示す．この授業記録は，タイプ A

学習者の第 4 回目の授業であり，平方根に関するベッド学

習の授業記録である．教師と学習者の相互作用を，時間系

列に沿って「学習面」「健康面」「その他」として，授業者

が授業後に記述する．また，授業後には，学習者の自己評

価欄の内容と，授業者自身の感想

を記述する．この授業記録では，

10 日ぶりの数学授業が，体調確

認の対話に始まり，テスト対策と

して平方根の四則演算を学んで

いるが，授業の展開は普通教室で

の授業と異なり，教科書の１単

元・14 時間分の学習内容を，1

コマの数学授業でコンパクトに

復習している様子を見てとれる．

また，授業の開・半ば・終了時に

体調確認が行われていることも

特徴的である． 

 このような授業記録を，学習者

毎に収集し，それぞれのタイプの

学習者に対する授業における「容

体確認の特徴」，「授業と授業のつ

ながり」，「授業の構成と教材選

択」，授業の終了，という 4 つの

観点でどのような特徴が見られ

るのかを抽出・記述することとし

た． 

 

Ⅲ．結果 

 

１．タイプ A の学習者の数学授業 

タイプA学習者の入院期間中の授業の状況を表3に示す．

6 ヶ月間の入院期間のうち，冒頭 3 ヶ月間は院内学級に入

【教師の感想】今日の学習内容を○○テスト前でもあり、３年生の学習内容の中での計算分野として平方根の学習をしていないので、この学
習を行った。この１時間で基本となる全てを教えることになり、かなりの量を指導したことになる。内容は、平方根についての話から、平方根で
の計算に必要なこと。√の中はできるだけ小さい数に直す。そのための素因数分解について、√の分数は分母の有理化を行うこと、そして、
加法。減法は文字の計算と同じように考えること、乗法、除法はわりと簡単に感じられ、スムーズに行えた。しかし、通常であればかなりの時
間を要するところを、この１時間内で実施することになったので、ハイペースであったと感じる。この学習での練習がかなり必要であると感じる
が、本人はできた喜びと同時に、大好きだというイメージで平方根を捉えてくれたので、安心した。前向きに取り組む姿勢に教師側もつい一生
懸命になり、熱がこもってします。病気であることを忘れるような気持ちで勉強に対して取り組んでくるので、こちらもつい、ペースアップしてし
まう。最後の言葉かけでは、無理をしないように声かけをして、終えた。

【自己評価】授業後の体調（３）理解（４）興味関心（４）【生徒の感想】乗法とかの方が簡単でした。平方根、大好きです。頑張ります！

はずかしい。
１年生の時の作文
を読ませてもらっ
たよ。

大丈夫。

対話・体の
調子の確
認・学習を
振り返る

60

学校の授業よ
り分かりやすい
です。

ありがとう。頑張っ
ている姿を見て先
生も一生懸命教
えるよという気持
ちになるよ。
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問題集を活用して今日学
習した内容を確認。すべ
てＯＫ

大小関係と加減乗
除の問題。すごいよ、
ばっちりわかったい
るね。

問題集の
活用
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40 説明
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大丈夫です。
続けても大丈
夫かな加法・減法について
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30
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り組む。まだ未習内容で
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の数）の確認
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質問に対して答えながら
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平方根について
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平方根を教えてもらいた
いと思っていました。
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るから、３年生の計
算分野の一つの「平
方根」をしようと思う
けど。

今日の学
習内容の
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【自己評価】体
の調子の確認
（３）いいです。

調子はどうかな
復習して、理解できてい
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前回の学習したこと
は、どうだった。
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対話・前時
の復習
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表 2 タイプ A 学習者・4 回目授業の記録 

表 3 タイプ A 学習者の入院期間中の授業の状況 

学習者の状況
数学の授業実施状況

（授業時間）
前回の数学の授業
実施からの期間

数学の授業内容の概要

病院（担当医）の許可がなく，院内学級に入級で
きなかった

第１週 院内学級に入級。教科授業の開始

第２週 発熱（３８度）状態 １回目（60分） 入級して７日目 前籍校のテスト（数学）実施

第３週 ２回目（55分） ４日後 テスト内容の解説

第４週 授業前に急に体調不良となる 欠席

第１週 検査 欠席

第２週 治療（手術）後の安静 欠席

第３週 ３回目（45分） ３２日後 学習者の自学学習内容に対して

第４週 ４回目（60分） １０日後 テスト範囲に関係する内容

第１週 前籍校依頼のテスト実施

第２週 時間割にそった数学以外の授業実施

第３週 ５回目（60分） ２０日後 テスト内容の解説

第４週 退院

６
ヶ
月
目

入院期間

３ヶ月間

４
ヶ
月
目

５
ヶ
月
目



0   5  15  35  45  60 教科書全ての内容ではなく，精選した内容とな  

る．具体的には，数学教科書の基本的な例題を  

中心に学習を行い，練習問題も選択しながら取  

り組ませることになる．また，表2に4回目授  

園1タイプAの典型的な授業展開   

級できず，4ケ月日からの入級である．また，数学授業は  

3ケ月中，5回であり，すべてベッド学習であった．5事  

例の学習者の授業記録を基に，タイプAの典型的な授業展  

開を時間の流れに沿って図式化したものを図1に示す．   

まず学習者の体調確認を行い，対話による授業開始とな  

る．体調の様子を含め最近の様子や興味関心のある内容等  

の話を行い，気分もほぐれた様子が確認できた後に前回の  

授業の学習カードを基に，前時の学習内容を想起させる．  

特に基礎基本事項の徹底を図ることに留意する．そして，  

本時の学習に入っていく．学習時間に制限があるため，全  

ての学習内容を実施することができないので，学習内容は，  

業の記録を示したが，30分過ぎに授業を中断し，  

「続けても大丈夫かな」と尋ねているように，  

体調の様子次第で授業時間の調節を行っていくことも特  

徴の一つである．   

5回の数学の授業は普通教室の授業と同様，前の授業か  

らの関連性も取り入れつつ学習が展開されており，］受業の  

まとめも行われているが，表3に見られるように，一回一  

回の授業が孤立している状態にある．数学の授業として全  

く体系（系統）がみられない．また，学習内容の設計に関  

しては，ベッド学習の場合，いつ，どのような形で，授業  

ができるのか不確定であり，不確定だからこそ事前に計画  

が立てられないため，教師は受け身となり，学習者が置か  

表4タイプB学習者の入院期間中の授業の状況  

数学の授業実施状況   
（授業時間）学習形憶＜授業形  

1回目（60分）教室学習＜個別＞  
欠席  
欠席  
欠席  
欠席  
欠席  

欠席  
欠席  
2回目（50分）教室学習＜個別＞  
3回目（55分）教室学習＜個別＞  
欠席  

前回の数学の授業  
旨＞  実施からの期間  

数学の授業内容の概要  入院期間  学習者の状況  

入級して2日目  二等辺三角形・正三角形  第1週  
第2週 体調不良  l

ケ
月
日
 
 

体調不良  
体調不良  
体調不良  
一時外泊  

治療・感染対策  
体調不良  
授業再開（点滴）  

点滴  

第3週   

第4週   

第1週   

第2週  

2
ケ
月
日
 
 

36日後  二等辺三角形・定理の逆  

1日後  直角三角形の合同条件  
第3週 体調不良  
第4週 長期休業期間  
第1週 長期休業期間  
第2週 入級式（始業式）に出席  3

ケ
月
目
 
 

感染対策  
点滴  

平行四辺形  
平行線と面積・円周角の定理  
円周角  

32日後   

3日後   

4日後  

4回目（60分）ベッド学習  
5回目（60分）教室学習＜個別＞  
6回目（35分）ベッド学習  
欠席  
欠席  
欠席  
欠席  
欠席  
7回目（45分）教室学習＜個別＞  
8回目（45分）ベッド学習  

欠嵐 
．＿＿＿＿＿＿＿…＿＿…＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

欠席  
欠席  
欠席  
9回目（50分）教室学習＜個別＞  
」旦駁目J月旦分）づ乙ド学習……  
11回目（50分）教室学習＜個別＞  

12回目（50分）教室学習＜個別＞  
欠席  
欠席  
13回目（60分）教室学習＜個別＞  
14回目（55分）教室学習＜個別＞  

第3週  

第4週 感染対策  
第5週 外泊（一時退院中）  
第1週 外泊（一時退院中）  
第2週 外泊（一時退院中）  
第3週 検査  

4
 
ケ
月
日
 
 

体調不良  

点滴  

感染対策  

体調不良 
＿＿…＿＿＿．  

外泊（一時退院中）  

外泊（一時退院中）  

第4週   

第5週   

第1週  

30日後  平方根   

4日後  素因数分解  

5
ケ
月
目
 
 

第2週 体調不良  
第3週 点滴  

＿簑4j邑＿感染対策＿  

23日後 √の乗法・除法  

・一一一……－－－一分郎沌靴∴私感法  
根号をふくむ式の加減   

2日後  加法，減法  

13日後  単項式と多項式の乗法   
2日後  計算の復習・多項式の乗法  

第1週   

第2週   

第3週  

授業後外泊（一時退院）  

治療  
体調不良  
点滴  
点滴  

6
ケ
月
目
 
 

．範空過．長期休業質問  
7ケ月目  

第4週  
長期休業期間中，退院  

40   



25  35  45  60  
れているその時その時の状況で常に変化すること  

を前提としてヨ受業が進行しているように感じられ  

る．実際，指導案は，前もって作るのでなく，前時  

の学習内容，学習者の籍のある学校の状況（表2  

に示した授業のように学力テストがあるなど），そ  

して毒受業冒頭の対話の中から動的に設計している  

と考えられる．  

図2 タイプBのベッド学習の典型的な授業展   

0   5  10  25  30  40  50  （∋0  

図3 タイプBの教室学習の典型的な授業展開   

ては授業直前にならないとわからない．そのため教師は常  

に授業が実施できるものとして病院へ向かう．タイプBの  

学習者は．授業タイプの多様性が最も大きいと言える．ま  

た，授業を設計する教師の立場からは，ベッド学習時と教  

室学習時で，学習者に対する意識（学習者に対する心構え）  

の違いがある．図2および図3に示したように，授業の後  

半は，学習者の体調に合わせて時間調整を行う授業展開と  

なっているが，授業直前の情報としてベッド学習ではなく  

2．タイプBの学習者の数学授業   

タイプB学習者の入院期間中の授業の状況を表4に示す．  

体調によってベッド学習の場合と教室学習の場合が存在  

することが特徴である．事例の学習者の授業記録を表5に，  

タイプBのベッド学習と教室学習の典型的な授業展開を  

時間の流れに沿って図式化したものを図2，図3に示す．   

院内学級の授業において，教師は学習者の授業がベッド  

学習なのか教室学習なのか，あるいは授業ができないのか  

については，3つの病院を巡回しているため，場合によっ  

表5タイプB学習者・10回目の授業記録  

教室で学習ができることが  

判明した場合，学習者の容  

体が良いという判断が可能  

であり，ある程度の時間を  

授業時間として考えた授業  

構成をすることができるこ  

とを意味している．   

教師は，授業前に知り得  

るこのような学習者の情報  

により，学習者に対するJL、  

構えを持ち，まず，学習者  

の体調を確認する対話によ  

り4受業を開始していく．そ  

して，前回の才受業の学習カ  

ードを基に，前時の学習内  

容を想起させる．学習内容  

は，前回の学習に引き続き  

教科書の未習内容を取り扱  

っている．タイプAの学習  

者同様に，時間的制約から  

全ての学習内容を実施する  

ことができないので，学習   

ベ、ソド  栄管：101践W日‖雨蛙の数学の縛暮から9E】捜）【糧村名1分母のf利什・平方紹の加ミ去滅法について   

＝－∪  学習内定   
分  勤臨   

・二・＝  

学習＝蒼   

1■l暮面  手の他  
勤鮪   学習着   勤l鮪   学習書   

全回の学習は10日前だから学習  
内容は集えているかな？10日前  いいです。【自己  

5  だから忘れているよね。学習カー  調子はどうかな   評価】体の調子の  
対話・休講確掟・  確認（3）  

前時の学習内容  
の想起  

問題を擾示し、確認していく（む√2 ×√3（2√2×4√3√24÷  ※書護師「感染  
10  さ③ √3の問題を 対策オフだよ」と  

一緒に考える．   伝えに来る。   

15  分母の有理化についての説明お  
今日の学習内容  
①  

20  

25  学週内容②  ルートの中の数はできるだけ小さ い数に。  

30  体の調子の確認  
調子の状態の確  
重患を行う。  

35  
法について   について取り組むb（√1  

40   
8．√72）  

ヰ5  問題提示  間穫を捷示し、解いている様子を 観察  時間を充分使って今日学 管した内容を思い出しなが ら説しヽていく 
。  

50  体の調子の確認・  

学習を振り返る  

55  

60  

r自己評価1掲暮挫の仕理（3）環舷（3）1肢肌「）（3）「牛纏の虔凛1たL宣が搬Lかった【  

【教師の感想】感染対策のためにBS学習。全回の学習からかなり日数が立っていたので、思い出してもらうために復習から。全回の学習内容の基本的な間  
懸を捷示し、思い出させる。今日の学習のポイントを押さえながら簡蔓な例示閏月で説明を加え、練習禰として、1題を捷示して取り組ませる。ゆっくりとじっくり  
時Ⅶをかけて取り縮ませた。学習中に書護師が病圭に乗て感染対策オフを伝える。感染対策期仰が終わるようだ。体調の調子の良さだと思われる。この時Ⅶ  
はBS学習であったが、この雷護師からの伝言で、2時間日の授♯が実施でき、教皇での授業ができた。学習者の状態で学習が大きく変わる。   

41  



 
 

42

内容は，教科書の基本的な例題を中心に学習

を行い，練習問題も選択しながら取り組ませ

ることになる．授業時間は，体調の様子次第

で時間調節を行っていく．特に，学習者の体

調によって授業が実施できなかった場合には，

次の授業でその学習を行うようにしているが，

前回の授業から日数がかなり経った場合の授

業では，前回の学習内容の想起・復習の時間

を十分取る配慮が必要である．授業前半の学

習で未習内容の学習を行い，授業後半におい

て基本問題のドリルを教科書の問題からピッ

クアップして取り組ませている．授業終わり

には，本時の学習の記録と体調の確認の対話

の時間が設定されている． 

タイプ B の授業は，病室と院内教室で行わ

れる可能性があるが，教室学習の許可がおり

ることは，学習者の病状が「病室からでられ

る状態」であることから，病状が回復傾向で

あることを意味している．一方，その許可が

おりず，授業形態がベッド学習であることは，

病状が非回復傾向にあることを意味している．

つまり，当日の授業形態がベッド学習か院内

教室であるかという事実は，学習者の病状に

対する不安感に変動をもたらすのである．  

学習者の第 10 回目の授業記録を表 5 に示す．この授業

は，ベッド学習の形態で開始されたが，10 分経過した頃に

看護師が病室を訪れ「感染対策オフだよ（感染対策＝個室

病室から出られない状態が解除された）」と知らせている．

教師は，その時の学習者から安堵した様子を感じている．

また，この日の授業は，ベッド学習の 1 時間の授業予定で

あったが，学習者が個室から出られる状態となったことか

ら，学習者はベッド学習の数学授業後，教室に登校して 2

時間目の授業を受けることができていている． 

また，表 4 によれば学習者の入院 5 ヶ月第 3 週目以降の

授業は，ベッド学習と教室学習の往復状態から，教室学習

へ移行した時期となっている．この 1 ヶ月半弱の期間，学

習者に行われた 14 時間の数学授業中，6 時間（42.9％）の

授業が安定して実施されている．この時期の授業である，

13 回目の記録を表 6 に示す．第 12 回目授業では自宅での

外泊許可が出ていることや，教室授業が安定して行われて

いることから，授業中に「もうそろそろ退院の話はあるの

かな？」という対話を行っている．また，この授業の教師

の感想の欄に次の記載がある． 

「体調の方も良く，教室での授業が実施できる．点滴を

つけての登校ではあったが，２時間の授業が実施できた．

いつものように，体調を確認しながら，授業を実施した．

前回の学習が 2 週間ぐらい前であったので，前半の授業

内容は復習を中心として学習内容を想起させるように

した．退院の見通しも立っているようで，実施できる授

業の時間を考え，少しでも教科書の内容を先に進めてい

くように学習内容は新しい単元の学習に入る．教科書の

基本例題の説明を行い，授業を実施．学習者の理解に応

じて十分考える時間を確保しながら基本例題の説明の

後は練習問題に取り組ませた．」 

教師は学習者の様子から順調な回復とともに，もうすぐ

退院も間近であろうと判断し，前籍校へ戻っていくことを

考えながら授業を行っており，学習者に尋ねつつも，次の

時間 学習内容
分 教師 学習者 教師 学習者 教師 学習者

5
対話・体
調確認

日付けと授業回数の確認をとる。 学習カードの記録

【自己評価】体の調
子の確認（３）調子
は動かな？風邪を
引いていたようだけ
ど？

大丈夫です。
点滴の電
源を入れ
る。

電源プラグ
を渡してく
れる。

10

今日は２週間ぶりの学習になるね。前回学習し
た内容は覚えているかな？前回学習したこと
は、平方根の加法減法の学習をしたね。それで
は、基本的な足し算から思い出してみようか。
問題提示（３√２＋５√２）。どんなふうに考えた
かな？答えは？（解き方の確認説明）引き算の
問題を提示（３√２－５√２）。その次の問題は、
ルートが違う場合はどうしたかを考えたね。例題
の問題を確認（√８＋√１８）解き方を説明。

うーん？提示された問題に答
えていく。（８√２）（－２√２）

15

次に分母にルートがある問題を考えたね。前回
の感想で難しかったとあるから、この辺が難しい
と感じたんだろうね。解き方の確認をする（分母
の有理化）。

20

さあ、これで、ここの単元も終わりになるね。今
日は、この単元の復習か次の単元に入るかどう
しようか？どっちがいいかな？先に入りましょう
か？学校の方では、まだ先の学習をしているだ
ろうけど、戻ってから少しでもやっておくと分かる
部分も出てくるから、今日は少しでも先に進めて
いこうね。

次の単元に。
もうそろそろ退院の
話もあるのかな？
いつかは？

もうそろそろ。いつ
かはわからないけ
ど。

25

それでは、先ずノートに単元名を書いてね。文
字の計算式の基本的なことを思い出してもらう
ね。３つの問題を提示し解き方を確認していく。
（２a×５、２a×５a、２a×５ｂ）

ノート記録。提示された問題を
解いていく。ノートにポイント点
を記録。

30

例１単項式×多項式について例題問題を提示
し、解き方を板書しながら説明。それでは、練習
問題を１題やってみようか。（問題を提示）次に
同様なとき方での問題を提示。（マイナスとプラ
スのかけ算の符号は？）難しいかな？

説明に応じて解き方をノートに
記録していく。提示された問題
をひｔ解いていく。そうない。

35

40

45 練習問題の提示。解き方を確認していく。 提示された問題を解いていく。

50
もう一問やってみようか。（問題提示）そうだね、
ここはどうかな？

問題を解いていく。解き方を説
明していく。

55
この部分は？１２a－１２aは？はい、今日の学
習内容を確認していきます。（説明）

まちがった箇所を訂正してい
く。

60

体の調子
の確認・
学習を振
り返る

学習記録を記入。

前時の学
習内容の
想起

教室学習：１３時間目（前時の数学の授業から１３日後）【題材名】単項式と多項式の乗法
学習面 健康面 その他

【教師の感想】体調の方も良く、教室での授業が実施できる。点滴をつけての登校ではあったが、２時間の授業が実施できた。いつものように、体調を確認
しながら、授業を実施した。前回の学習が２週間ぐらい前であったので、前半の授業内容は復習を中心として学習内容を想起させるようにした。退院の見通
しも立っているようで、実施できる授業の時間を考え少しでも教科書の内容を先に進めていくように学習内容は新しい単元の学習に入る。教科書の基本例
題の説明を行い授業を実施。学習者の理解に応じて十分考える時間を確保しながら基本例題の説明の後は練習問題に取り組ませた。

【自己評価】授業後の体調（３）理解（３）興味関心（３）　【生徒の感想】難しかった。

問題をノートに記録し、解答を
書いていく。

次に例３を考えてみようか。同類項の計算をし
ていくことになる説明をする。

話

表 6 タイプ B 学習者・13 回目の授業記録 
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単元へと学習内容を進めている． 

 このように，ベッド学習と教室学習が往復している期間

の授業と病気回復傾向に伴って，教室学習へ移行してから

の授業では，授業設計に違いがあると言える． 

 

３．タイプ C の学習者の数学授業 

タイプC学習者の入院期間中の状況の概要を表7に示す． 

タイプ C の学習者は，入院直前まで前籍校に通常通り登

校しており学習の空白はない．入院後の院内学級での授業

は，基本的に院内教室での学習である． 

分析事例の学習者は，院内学級入級後欠席がなく，時間

割り通りの教科の学習を院内教室で実施した．入級期間中，

院内学級に他の学習

者も同時に在籍して

いる時期があり，同

一の授業時間に，グ

ループ毎に異なる教

科の授業が同時進行

している状況であっ

た．これは例えば，

4 つのグループで授

業が実施されている

場合，A グループで

国語，B グループで

社会，C グループで

数学，D グループで

理科の授業が，1 つ

の院内教室内で同時

間に授業が実施され

ることを意味する．

このような時，院内学級では，在籍学習者の学年，病状を

考えつつ，院内職員がグループ編成を行っている．また教

科書は，学習者の前籍校で取り扱っているものを使い授業

を行っているため，院内学級に在籍している学習者の状況

（いつ，どんな状態の学習者が入級してくるか分からな

い）により，グループ編成に変容が見られ，個別授業だけ

でなく，複式授業や一斉授業が実施される（山内，益子，

2009）． 

このタイプ C 学習者の場合，数学授業において 8 回目と

9 回目の数学授業は，同学年の 2 人のグループ編成となっ

て授業が実施された．2 人の前籍校で扱っている数学の教

科書会社が異なっていたために，8 回目は各々の前籍校で

表 8 タイプ C 学習者・5 回目授業の授業記録 

時間 学習内容
分 教師 学習者 教師 学習者 教師 学習者

5 話
今日はどうです
か？眠いかな？

【自己評価】体の
調子の確認（３）
まあまあ。少し。

外泊は？久しぶりに？今
度はどうかな？外泊がで
きるようになったらだいぶ
よくなっている証拠だね。
もうすぐかもね。

三週間ぶりに家に帰った。入院して初め
て。お父さんとお兄ちゃんとＵＮＯをした。お
父さんは初めて。お兄ちゃんがまた、身長
が伸びていた。がりんちょなの。陸上して、
長距離を走っているからなかなか太れな
い。真っ黒くろっけ。

10 前回の学習の確認
教科書を指示。変域によって関数の式
が違う。

教科書をみて前回の問題を確認。（一問一答で
確認し、理解しいることを確かめる）

15 今日の学習内容の確認
課題文を読んでみよう。動点Ｐが動くと
面積はどのように変化していくかな？提
示資料で確認。

今日の学習の課題文（学習プリント）を音読。だ
んだん増えてきて、だんだん減っていく。はじめ
のイメージとの違いを確認。自己評価（イメージ理
解：３）

20 課題の表・グラフを考える。
表とグラフを考えてみよう。シミュレーショ
ンで確認。説明を加えながら、提示。

シミュレーションで確認後、さっき考えたイメージ
との違いが理解でき、表・グラフがきちんとかけ
る。

25 式を考える
前回の学習したように、今回も変域に
よって式が違うことを確認。変域によって
どうなるかを一問一答で考えさせる。

３つの変域による式を考えることができる。自己
評価（理解：３）

30
体の調子の確認（３）・次の
練習問題を読んで確認

次の問題を読んでみよう 黙読でイメージをもつ。
調子は悪くないか
な

大丈夫です

35

40

45
表とグラフから、どんな関係を表している
かを考える。

△ＰＡＣの面積を表している。（理解）シミュレー
ションで確認する

50

55

60
体の調子の確認・学習を振
り返る

今日の学習を振り返ってみよう。ノートき
ちんとまとめられてかな。

ノート整理

【教師の感想】グラフと表と式の関連を考えさせるため、シミュレーションソフトを活用したことで、理解を深めることができた。興味を持って取り組むことにもなった。入院して３週間がたち、だいぶ体調も回復傾向にある。よく話もし、
話すことも授業の中でとても大事な時間だと思う。病室に帰っての生活を聞くとわりと一人で病室にいるのが多いようだ。教室にきて教師と話したり、休み時間のゲーム（男女４人と教師）もとても気分転換の時間になっていると思
われる。外泊中の家での話でも、この教室で初めてやったＵＮＯを行ったようたようで、このゲームも一つの効果であると思われる。

【自己評価】授業後の体調（３）理解（３）興味関心（４）　【生徒の感想】パソコンを使ってみると、実際動いているときの変化を動画でみることができて、分かりやすかった。あと、いろんな図形が変化するのを求めてみたいと思っ
た。

次の課題を考える

シミュレーションで確認し、式を考える 式を考えることができる

健康面 その他
教室学習： ５時間目（前時の数学授業から６日後）　　【題材名】図形と１次関数（動点と三角形の面積）

表とグラフと式を考えてみよう。

類題なので、わりとスムーズに考えることができ
た。シミュレーションで自分の操作で確認すること
で理解もさっきよりよかった。自己評価（理解３～
４）

練習問題を考える

学習面

表７ タイプ C 学習者の入院期間中の授業の状況 

数学の授業実施状況

（授業時間）学習形態

１回目（６０分）教室学習（個別） 入級して１日 グラフの書き方

２回目（６０分）教室学習（個別） ２日後 グラフと変域・直線の式の求め方

３回目（６０分）教室学習（個別） ５日後 ２点を通る１次関数の求め方

４回目（５５分）教室学習（個別） ２日後 １次関数の利用

第３週 ５回目（６０分）教室学習（個別） ６日後 図形と１次関数

第４週 ６回目（６０分）教室学習（個別） ８日後 復習

７回目（６０分）教室学習（個別） ４日後 方程式とグラフ

８回目（５５分）教室学習（複式） ２日後 連立方程式の解とグラフ

９回目（６０分）教室学習（一斉） ２日後 連立方程式の利用

第２週 １０回目（６０分）教室学習（個別） ６日後 解が１組にならない連立方程式

１１回目（６０分）教室学習（個別） ４日後 復習（１次関数）

退院 １２回目（６０分）教室学習（個別） １日後 復習（１次関数）

１
ヶ
月
目

第１週

第２週

２
ヶ
月
目

第１週

第３週

入院期間
学習者の状

況
前回の数学の授業実施

からの期間
数学の授業内容の概要
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採用されている教科書を使用した「複式

授業」（2 つの異なる授業を同時進行する

授業形態）を実施し，9 回目は 2 名の学

習内容が類似していたため，2 名が 1 つ

の授業に参加する通常の一斉授業を実施

した．それ以外の 10 回の数学の授業は，複数のグループ

が同時進行する授業はあったものの，授業は１対１での個

別授業であった． 

 表 8 にタイプ C 学習者の授業記録の例を示す．この授業

では，堂獣段階において学習者に学習課題（問題文）を確

認させるためパソコンによるシミュレーションソフトを

活用し，問題文のイメージを持たせる手立てを行っている．

シミュレーションソフトの活用は，学習者に動きを伴う問

題を理解させるには有効な手立てとなり，また興味関心を

高めることにもなる．院内教室にはパソコンも配置してあ

るため，それを活用したのである．この導入の工夫は，通

常学級の数学授業の導入と同様であると言える．また，シ

ミュレーションソフトの活用後，問題解決を行う過程では，

頭の中でイメージさせたい動的な図形を学習者がイメー

ジできない場合を想定し，シミュレーションソフトを教師

が提示するだけでなく，学習者自身が実際に操作し図形を

動かす活動が行われている．この展開もまた通常学級の数

学授業の展開と同様であると言える．その後，課題を解決

する際にシミュレーションソフトで確認しながら行って

おり，通常学級の数学授業の発展的な学習に相当する時間

と考えられ，授業の「まとめ」においても，通常学級の数

学授業同様の活動を行っている． 

 このように授業者は，学習内容の理解を図る手立てとし

てパソコンを活用した通常学級とほぼ同様な数学授業の

過程を考えていると言える．但し，この記録にも見られる

ように，授業の始め・中盤・終りに「自立活動」の時間が

設定され，授業者が学習者の体調を常に考慮していること

が示されている．院内学級の学習者が病気入院という通常

学級の学習者の状態と異なる状態であることが前提に授

業が進行していると言える．この点はタイプ A，B の学習

者に対する授業構成で配慮している点と同様である． 

事例の学習者の授業記録を基に，タイプ C の典型的な授

業展開を時間の流れに沿って図式化したものが図４であ

る．タイプ C の学習者は，授業の欠席も少なくほとんど教

室で授業を実施することができる．教室学習が行われるの

で，入級学習者の状況により授業形態に関しては，1 対 1 
 
での個別授業や複式授業，一斉授業と変容が見られる．い

ずれにしても，学習者のペースに応じた学習を基本として

授業設計をしている． 

この学習者が入級して 6 回目の授業記録には，次のよう

な感想が記されている． 

「理解ある生徒でも，時間数が限られ，また，病室内で

の学習が出来ない生徒が大部分なので，授業の始めの復習

の時間はとても大事である．前回の学習を思い起こさせて

みると，忘れている状態であった．前回までの期間が長け

ればどうしてもこういった状態となる．したがって，通常

授業と比べると復習の時間を確保することは大切である．

もうすぐ退院のめどの話があっているようである．退院前

としてどこまでを学習していくか，前籍校の確認が必要で

ある．きりがいいところ等を考え実施していきたい．」 

教師は，普通学級の 3 分の 2 の授業時間の中で，できる

だけ学習者の前籍校の学習の進度に遅れがないよう配慮

し，全ての学習内容を取り扱わずに基礎基本に絞って授業

を進め，各授業においては，基本的な問題から応用的・活

用的な問題へというように，通常学級における数学授業と

ほぼ同様な授業設計を行っている．つまり，学習者が退院

してスムーズに前籍校の数学授業を受けることができる

よう配慮した授業設計であると言える．また，問題集や，

ドリルを教材として，繰り返し問題を解かせることにより，

退院後の学校での授業との連続性を意識した授業設計で

もある． 

学習者は院内学級に通級することにより，学習の支援を

受けると同時に「生活リズム」を維持する機会になると考

える．決まった時間に病室から教室まで通うことにより，

学習者が退院して前籍校の学校生活が始まった時点で入

院生活との「生活リズム」の違いを原因とする大きな影響

がないように考慮しているのである．またこのことは，入

級時に習慣として身に付いている「生活リズム」を院内学

級においても変化させないことも同時に意味している．ま

た，授業中や，休み時間の学習者同士，教師と学習者の交 
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図 4 タイプ C の教室学習の典型的な授業展開 
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流も学校復帰への意欲を高めると考えられる．教師は，学

習者が学校に戻ること（あるいは頻繁に戻る可能性がある

こと）を想定し，学校での学習活動との連続性を常に維持

しながら，しかも，院内学級の授業であることを忘れずに

常に留意しながら授業設計を行っていると考えられる． 

 

４．タイプ D の学習者の数学授業 

タイプD学習者の入院期間中の授業の概要を表9に示す． 

タイプ D の学習者は，タイプ C の学習者同様基本的に

教室で学習できる．また，院内教室に登校できれば他の学

習者と交流を図ることができる．一方，タイプ D の学習者

は，タイプ C の学習者と異なり，院内学級入級前に前籍校

で病気等により学校に登校できなかった期間の学習の空

白（未習内容）が存在する．この事例では，保護者は入級

時に，学習者が病気により前籍校で学習の空白（未習内容）

があることを院内職員に伝えている．それ故，系統性があ

る数学授業では，院内学級で取り扱う学習内容に影響を及

ぼすことになる． 

この学習者の場合，タイプ C と同様，院内学級に他の学

習者も同時に在籍している時期があり，同一の授業時間に，

グループ毎に異なる教科の授業が同時進行している状況

があった．このような時，院内学級では，在籍学習者の学

年，病状を考えつつ，院内職員がグループ編成を行ってい

る．また教科書は，学習者の前籍校で取り扱っているもの

を使い授業を行っているため，院内学級に在籍している学

習者の状況（いつ，どんな状態の学習者が入級してくるか

分からない）により，グループ編成に変容が見られ，個別

授業だけでなく，複式授業や一斉授業が実施される． 

この学習者は，表 9 に示したように，院内学級で実施し

た 20 回の授業の中で，数学で 1 回，他教科の授業で数回

の BS 学習となったが，それ以外の授業は教室で実施でき

ている．教室で実施した 1 回目と 2 回目の数学授業は，同

学年の 2 人のグループ編成となって授業が実施された．2

人の前籍校で扱っている数学の教科書会社は同じであっ

たが，2 人の授業進度（学習内容）が異なっていたために，

「複式授業」（2 つの異なる授業を同時進行する授業形態）

を実施した．それ以外の 17 回の数学の授業は，複数のグ

ループが同時進行する授業はあったものの，数学授業は基

本的に１対１での個別授業であった． 

表 10 に，タイプ D 学習者の 2 回目の授業記録を示す． 

表 9 タイプ D 学習者の入院期間中の授業の状況 

数学の授業実施状況
（授業時間）学習形態

第１週 体験学習（見学） １回目（６０分）教室学習（複式） 入級して２日目 正負の数
第２週 研修生見学 ２回目（６０分）教室学習（複式） ８日後 正負の計算

３回目（６０分）教室学習（個別） ４日後 正の数をひくこと

４回目（５５分）教室学習（個別） １日後 乗法
第４週 体調不良 欠席
第５週 ５回目（６０分）教室学習（個別） １４日後 式の計算

第１週 体調不良で登校が遅れる ６回目（４０分）教室学習（個別） ８日後 前籍校依頼のテスト解説
第２週 ７回目（６０分）教室学習（個別） ８日後 同類項の計算（加法）
第３週 体調不良 欠席

保護者参観 ８回目（５５分）教室学習（個別） １１日後 文字の計算
授業後発作 ９回目（６０分）教室学習（個別） ２日後 逆数

１０回目（５５分）教室学習（個別） ７日後 文字の計算

１１回目（５０分）教室学習（個別） ２日後 括弧のついた計算問題
先週末から体調不良継続 １２回目（６０分）ベッド学習 ４日後 平方根

１３回目（５５分）教室学習（個別） ２日後 平方根

第３週 授業終わり体調変化 １４回目（５０分）教室学習（個別） ６日後 これまでの復習
第４週 長期休業期間
第１週 長期休業期間
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【教師の感想】入院中の同学年生徒が見学に来た。同じ学年のテーブルにつく形で授業を実施した。見学生徒の方が早かったので、見学生徒に院内学級に
ついて説明をした。学習者が登級しての授業内容は、正負の計算問題を前回、数直線での考えで解決できるようになっていたので、今回は絶対値の考え方
を指導。簡単な数値からやり方を確認しながら進め、問題集の問題を全てクリアすることができた。本人も全問正解に対して自信になったように感じる。本人
に自信がつくような言葉かけを中心にしながら取り組んだ。また、本人の理解のペースに合わせて進めていく様子を見ていた、見学者も途中から問題を自然
とやってみようと思える状態の授業が行えた。３年生の学習内容ではないが、本人の実態に合わせて行っている様子を見て、見学生徒もやってみよう、自分
でも分かるかなと思えたのではないだろうか。二人とも、病気関係で学校での授業が空白のまま、３年生になっている共通点がある。学年は３年生ということ
で、かなり学習内容は進んでいるのだが、その子の実態に合わせて学習ができるのは、院内学級独自の取り組みの一つであると考えられる。基本を中心に
行い、それを理解できことで、数学に対する感覚を良しなうことができると考える。また、病気療養中を考え、常に学習者の病気を考え、学習を進める必要が
ある。この学習者に対しては、目の様子（動き）をしっかりと確認しながら授業を進めている。先週てんかん発作があったので、常に神経をとがらせて、授業実
施が大事である。異常が見えたときの処置はとても大事であるので、常にその様子の確認が必要。

【自己評価】授業後の体調（４）理解（３．５）興味関心（３） 【生徒の感想】問題が全部分かった。

短いと思った。
どうでしたか。時間的にどう感じ
たかな。時間の流れの違いがあ
るかもしれない。

大丈夫。体調は？学習の振り返り60

問題集にシー
ルを貼る。

一直くん、数子さんに
ついて、キャラクターの
名前の説明。

55

・・・
くたびれた
かな？

全て１問１答で
答えられる。

言葉の確認（絶対値の
問題）数直線の考え方
から、絶対値の考え方
わったね。今日の学習
の確認。

体の調子の
確認・学習を
振り返る

50

実習生とやりとりしながら取り組
む。

自力解決。くり
下がりのある
計算の仕方を
きちんと説明
できた。

何も言わなくてもできて
きたよ。ほらいいぞ、い
いぞ。いつのまにかで
きるようになっているね。
すごいよ。繰り下がり
の計算は早いなあと感
じていたけど。すごいた
い。ばっちしたい。

45

問題を解く様子を見て。実習生と
一緒にノートに問題を写してやり
だした。実習生と一緒に真剣に取
り組んでいた。

問題集の問題
を実施。難し
い。

問題提示。どうかな？
できてるよ。いいよ。で
きたよ。すごい。そうだ
ね。

問題集の活
用

40

説明を聞きながら実習生と一緒に
考えていた。

35

１問１答で発
表。

正負の計算を絶対値
の考え方へ。簡単な数
値でやってみる。

正負の計算
（絶対値の
考え方）

30

見学生徒は、どんなことしている
か、実習生と一緒にしっかりと見
ている。

はい。続きの
問題を考える。
考え方を確認
させるため、
発表。数直線
で確認させる。

基本を中心に、正負の
計算を。問題集を活用
したね。この続きを今
日はしようか。正負の
計算パーフェクト。思い
出したかな？解答が間
違っていたので、一緒
に数直線を使って確認
させながら解いていく。

前回の復
習・問題提
示

25

お互い自己紹介。
一緒に今日は、様子を見に来た
生徒だよ。見学者いるけど緊張
しないように。

調子い
いです。

体調は？
途中なんか
あったとき
は言ってく
ださい。

２回目です。
学習記録に記
入。

今日で、数学は何回目
かな？

学習者dとの
対話・体調
の確認

20

15

【自己
評価】
体の調
子の確
認（３）

10

（見学生徒の様子＞担当の学生
さんも一緒に話を聞く。やってもわ
かんない。頷きながら、聞く。この
生徒は、中学校に入学式のみ
行ってそれ以降学校に行ってい
ない状態。学校へ行くきっかけ作
りの一つとして、この院内学級の
雰囲気を知る上での治療の一つ
として医者よりお願いがあった生
徒であるので、その点を考えなが
ら、話を進めた。無理をさせない
雰囲気を持たせるように。中３に
あがるときにもらった問題集。分
からない。雰囲気については、ど
んな感じなのかな。学校みたいな
感じなら行きたくないなあと思って
いた。でも来てみて入りやすかっ
た。いい感じ。数学はあまり好き
でないけど。

＜見学生徒に対して＞３年生の
場所はこっちだから、ここに座っ
てください。おはようございます。
このテーブルの状況を説明。３
年生が他に２名いる。見学という
ことで、授業は見てください。何
か持ってきたかな？問題集を？
やってみているのかな？院内学
級の説明をする。学習のきっか
け作りや、分からないところを一
緒に学習していくこと、個別学習
が基本など。黒板の授業ではな
いから。このボードで学習してい
るし。学校とは違う環境でやって
いるし。時間も違う。授業時間、
休み時間。体調を重視。１週間
の授業科目。ペーパークラフトの
製作時間。数学はどうかな？病
院の生活は？

見学生徒と
の対話

5

学習者（見学生徒）教師学習者教師学習者教師分

その他（見学生徒に対しての対応）健康面学習面学習内容
時
間

教室学習：２時間目（前時の数学授業から８日後）複式授業 【題材名】正負の計算
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その他（見学生徒に対しての対応）健康面学習面学習内容
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間

教室学習：２時間目（前時の数学授業から８日後）複式授業 【題材名】正負の計算

表 10 タイプ D 学習者・2 回目の数学授業記録

この記録によれば，授業者は授業冒頭の 15 分間，見学生

徒（担当医から治療の一つとして院内学級の体験を要請さ

れた生徒）と対話をしながら，タイプ D 学習者の登校を待

ち，授業を実施している．また，対象のタイプ D 学習者は

中学 3 年生であるが，数学授業記録の「学習内容」欄を見

ると，授業者は中学 1 年生の学習内容「正の数・負の数」

の授業である．「教師の感想」欄の記録には，「学習者が登

級しての授業内容は，正負の計算問題を前回，数直線での

考えで解決できるようになっていたので，今回は絶対値の

考え方を指導．簡単な数値からやり方を確認しながら進め

（以下略）」「学年は 3 年生ということで，かなり学習内容

は進んでいるのだが，その子の実態に合わせて学習ができ

るのは，院内学級独自の取り組みの一つであると考えられ

る．基本を中心に行い，それを理解できことで，数学に対

する感覚をやしなうことができると考える．」とあり，授

業者は，数学授業を構成する際，系統性の強い数学教科の

特性を考え，学習者 D が病気により学習の空白となった未

習内容を取り扱う必要があると判断し授業を行っている

と考えられる． 

授業者が数学授業設計において学習者の状態（病気のた

めに学校での授業で空白状態がある）に配慮している点を，

次の各授業における数学授業記録の「教師の感想」欄の記

録から見ることができる． 

1 回目：「この学習者は，小学校４年生頃からの内容が理

解できていないという話であったので，先ずは，自

信をつけさせることが大事である．」 

2 回目：「簡単な数値からやり方を確認しながら進め，問

題集の問題を全てクリアすることができた．本人も全問正

解に対して自信になったように感じる．本

人に自信がつくような言葉かけを中心にし

ながら取り組んだ．」 

3 回目：「できた自信をつけさせるように進

めていく．」 

6 回目：「学習者の実態に合わせて取り組み 

ながら，学習者の考えのいいところをし 

っかりと認め，誉め自信を持たせるよう 

に授業を進めることに心がけた．」 

7 回目：「本人も違いが分かったような気が 

 したということで，理解が自信につなが 

ったと考えられる．」 

15 回目：「繰り返しで，かなり理解できる 

ようになっている．本人も自信をつけて 

きているように感じる．言葉かけでも， 

少しでも理解できたことをほめながら授 

業を進め，自信となるように心がけてい 

る．本人の理解のペースに合わせながら， 

無理なく進めるようにし，この時間で満 

足いけるものを一つでも残すように授業 

を行った．」 

16 回目：「ゆっくりではあるが，本人に今 

回の問題はかなり難しい問題であるけど， 

後まで答えを導くことができたことに 

対して賞賛の言葉を添え，それが学習者 



 
 

47

 
にとって，自信となると考える．学習者の感想でも，思

い出した点がたくさんあったと満足した感想でもあっ

た．」 

このように，授業者は学習者の状態に配慮して，学習者

が「学習に対する自信」を持つことを重視し，数学授業を

構成していることが言える．また，11 回目の数学授業記録

の「生徒の感想」欄の記録に，「自分で解くことが出来た

のが嬉しかった．」とあり，このような授業の効果が伺え

る． 

授業記録を基に，タイプ D の典型的な授業展開を時間の

流れに沿って図式化したものが図 5 である． 

タイプ D の学習者は，教室で授業が実施できる．タイプ

C の学習者同様に教室学習が行われるので，入級学習者の

状況により授業形態に関しては，1 対 1 での個別授業や複

式授業，一斉授業と変容が見られる．いずれにしても，学

習者のペースに応じた学習を基本として授業構成をして

いる．但し，院内学級入級前に前籍校の学習で未習内容を

伴うため，教科書の未習内容の学習（現学年以前の既習す

べき内容）を行いながら，系統立てて数学授業が実施され

る．すなわち，教師は，院内学級入級期間学習者の前籍校

で学習が行われている学習内容だけを取り扱うのでなく，

学習者の実態（院内学級入級前の既習事項の定着状況）に

応じた系統を考えた数学授業構成と言える． 

 また，教師はタイプ C の学習者同様，できるだけ学習者

の前籍校の学習の進度に遅れがないよう配慮し，全ての学

習内容を取り扱わずに基礎基本に絞って授業を進めてい

る．すなわち，教師は授業構成において，学習者が退院し

てスムーズに前籍校の数学授業を受けることができるよ

う配慮していると言える． 

 教師は，タイプ C の学習者に対する考え同様に，退院後

の学校での授業との連続性を意識して，問題集や，ドリル

の基本的な問題を教材として取り扱っている．しかし，教

師は，この問題集の活用を通して，学習者に，できた喜び，

すなわち自信を持たせたい（自信回復）という意識がタイ

プCの学習者に対する意識より強いと考

えられる．それゆえ，教師は，授業の前

半に教科書の未習内容の基礎基本を中心

とした学習を実施し，後半で学習者が持

っている問題集を活用して学習内容の定

着を図っている． 

 学習者は院内学級に通級することで，学習の支援を受け

ると同時に「学校生活リズム」を維持する機会だけでなく，

決まった時間に病室から教室まで通うことを続けること

により，「学校生活リズム」に近い「生活リズム」を習慣

化する機会となる．学習者が退院して前籍校の学校生活が

始まった際，院内学級の「生活リズム」が有効な手立てと

なるだろう． 

 また，タイプ C 同様に授業中や，休み時間の学習者同士，

教師と学習者の交流も学校復帰への意欲を高めると考え

られる．しかし，タイプ C の学習者と異なり，学習者の状

態（容体）変化の観察が特に必要となり，学習者の状態（容

体）変化により授業構成の変化が見られ，適切な対応が求

められる． 

学習者の授業記録の中に次のような記載がある． 

4 回目の「教師の感想」の欄の記録：「『院内学級と通

常学級の違いはという質問に対して「①先生たち

とふれあう時間が多い②２教科の授業で時間的

に短い③みんなとふれあう時間がある．」と答え

てくれる．」 

20 回目の「学習者の感想」の欄の記録：「院内学級で

勉強して，今までとても楽しかった．先生皆が友

達感覚だったからすごくやりやすかった．」 

院内学級を経験した学習者のこの感想（考え）を見ると，

院内学級と通常学級，院内学級教師と通常学級教師は異な

るという意識が学習者にあると考えられるだろう．院内学

級教師は，信頼感，親密感が生ずるための基本的な心がけ

として「焦らない，叱らない，多くを要求しない」ことを

守って対応している．授業中や休み時間の交流や対話は，

学習者との信頼関係をつくる時間となり，学習者の精神的

な学校，教師への不安の解消に関わる時間になると考えら

れる．また休み時間が，他の学習者とのコミュニケーショ

ンを図る時間として，対人関係づくりにも有効となってい

ると思われる． 
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図 5 タイプ D の典型的な授業展開 
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このタイプの授業では，教師が学習者とのかかわり（学

習者の状態の観察）に注意しながら，学習者が安心して授

業に参加し，学習者の自信回復を目指している．学習者は

授業を通して，学習の遅れに対しての不安感や，また，院

内学級に登校することで，少なからず日常生活リズムの悩

み，対人関係の悩みや不信感を取り除くきっかけとなるだ

ろう．このことで，学習者に自信を回復させ，学校復帰へ

の意欲を高めていくだろう．そして院内学級が，学習者の

復帰に対する学校への橋渡しとしての役割となると考え

られる． 

 

Ⅲ．院内学級中学校数学授業の設計モデル 

 

１．院内学級中学校数学授業における多重的方略決定モデ 

ル 

院内学級の 4 名の学習者個人に対する継続的な観察記録

（授業記録）データを基に， 4 つのタイプの院内学級の数

学授業が，実際にどのように設計されていたかについて，

検証を行ってきた．その結果，タイプ別の授業の実態は，

教材の選択，授業と授業のつながりなどの授業構成におい

て大きく異なっていた．同時に，いずれのタイプの授業に

おいても，学習者の病状の変化に応じて柔軟に授業構成を

しているなど，共通点も見いだされた．それら共通点につ

いて整理すると，次の 2 つのモードに分類することができ

る． 

【ベッド学習モード（タイプ A・B）】 

ベッド学習のみであった A タイプの学習者の授業設計

と B タイプの学習者のベッド学習における授業設計には，

次のような類似点が認められた． 

ａ．学習者の状態 

・病状が芳しくない状態であるので，学習者の容体を常

に確認しつつ進める． 

ｂ．授業構成 

・通常は 60 分授業であるが，学習者の体調に応じた柔軟

な授業時間の授業構成を行う． 

・病室から出ることができない学習者であるため，学習

内容以外の対話を積極的に取り入れながら授業を進め

る． 

ｃ．授業体系 

・いつ，どのような形で，授業ができるのか不確定のた

め，事前に授業の計画が立てられない面があり，指導

案は前時の学習内容や前籍校の状況，授業冒頭の対話

の中から作られる． 

・教師は，学習者の学習経験の連続性を意識している． 

ｄ．教材 

・通常でも週１回の授業が学習者の容体によってさらに

少ないこともあり得るため，教科書の基本問題に絞っ

て授業を行う． 

ｅ．前籍校への復帰 

・入院生活の中で授業時間が学校生活リズムとなり，授

業中での教師との触れ合い等がコミュニケーションの

一つとなる． 

【教室学習モード（タイプ B・C・D）】 

また，ベッド学習と教室学習の往復から病気の回復とと

もに，教室学習へ移行した B タイプの学習者の教室学習で

の授業構成と，院内学級入級時から教室学習である C・D

タイプの学習者の授業構成とには，次のような類似点が認

められた． 

ａ．学習者の状態 

・教室で授業を開始できるということは，学習者の病状

が安定していることを意味している（B タイプの学習

者の場合には，C・D タイプよりも慎重な容体確認が必

要）． 

ｂ．授業構成 

・基本的な学習内容とともにその活用も含んだ授業構成

が可能． 

ｃ．授業体系 

・週 2 時間の授業実施可能により，教師は，教科数学の

授業の連続性を意識している． 

ｄ．教材 

・普通教室に近い環境での授業のため，コンピュータな

ども活用できる． 

・教科書の内容に沿った教材選択が可能． 

ｅ．前籍校への復帰 

・院内学級の登校により，他の学習者との交流等，生活

リズムの維持と，学校復帰への橋渡しとなる． 

共通点の整理にあたって設定した項目は，授業を設計す

る教師の立場からその命名を行い，それぞれの項目におい

て教師が考慮している下位の要因を考え，再度整理したと

ころ，次のように整理できた． 
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ａ．学習者の病状変化 

学習者は病室での治療時と比較し，院内教室での授業が

可能な状態となると，回復傾向にあると判断できる． 

ｂ．授業形態のタイプと容体変化への注意量の変容（授業

構成） 

 この項目は，2 つの下位要因から構成される． 

・授業形態：病室での授業は，１対１の個別授業となるが,

学習者の病気回復に伴い，病室から院内教室へ授業が移

行していく中，授業形態に変化が見られる場合がある．

教室授業では，複数の学習者が入級している場合，グル

ープ編成により，１対１の個別授業だけでなく，複式授

業や一斉授業が実施される． 

・容体変化：教師は，授業を行う際，学習者の容体変化に

対して常に配慮している．特に病室での授業では，教室

で授業が実施できる学習者よりも病状や容体変化を考

え，学習者の容体観察等に注意を注いでいる．学習者の

病気回復に伴い病室から教室での授業が実施されるに

伴い，容体変化への注意量は少なくなっていく． 

ｃ．柔軟な授業展開 

 この項目は，2 つの下位要因から構成される． 

・授業時間：病室での授業では，学習者の容体

にあわせ，通常 60 分の授業時間よりも短い時

間となる可能性が高い．また，授業と次の授

業が実施されるまでの期間の幅が，週に 1 回

の授業は予定されているものの学習者の容体

により授業が実施できない可能性が，教室学

習者より高いために，授業間隔が開き，拡大

する可能性が高い．しかし，教室学習ができ

る学習者は，週 2 回の割合で 60 分間の授業が

実施できる状態であるので，授業間隔の拡大

の可能性は低くなる． 

・対話：病室での授業は，教師が学習者自身の

病室に赴くということで，学習者には緊張状

態が大きい．そのため，教師は学習者の緊張

状態を少しでも緩和させるため対話を取り入

れる時間を多くしている．体調の回復に伴い

教室学習ができる状態になると，自分自身で

教室に向かうという意識があるので，授業に

対しての緊張状態も小さくなっていく．その

ために緊張を緩和する時間としての対話の時間も少な

くなっていく． 

ｄ．学習目標設定と学習内容の選択 

 この項目は，2 つの下位要因から構成される． 

・授業体系：病室での授業では，学習者の容体等のために,

授業間隔拡大の可能性が高くなり，授業は学習を行って

いるという学習経験の連続性が高く，教室学習では，授

業間隔が開く可能性も低くなるので，系統を考えた数学

授業が連続して行える． 

・教材：病室での授業は，授業時間の制約，制限のために

教材選択での制約，制限が大きく，学習内容も基礎基本

を中心とした精選が必要になる．教室学習では，授業時

間も確保できるため，病室での学習よりも，教材選択の

制約・制限が少なくなり，学習内容に問題集の活用も取

り入れることも可能となる． 

ｅ．前籍校への復帰に向けて 

 退院は，病室での学習より教室学習ができる学習者の方

が可能性は高い．学習者が院内教室に登校し，学習後病室

に戻ることは，学校生活に近い状態を意味している．また，

授業形態のタイプと
容体変化への注意量の変容
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教室で授業が実施できれば，他の学習者と交流できる可能

性が高くなり，交流時間が長くなる状態である． 

 院内学級における中学校数学科の教師は，「ベッド学習

モード」および「教室学習モード」の連続体において，そ

の時々の学習者の状態をとらえた上で，この 5 つの視点か

ら動的に授業の有り様を決定し，授業設計を行っていると

考えられる．すなわち，複数の要因を多重的に捉えた授業

設計であると言える． 

以上をモデル化したものを図 6 に示す． 

 

２．院内学級入級時の学習者タイプとその授業の時系列的変

化 

特定の学習者に着目した場合，図 6 に示した多重的指導

方略決定にあたり，授業設計は時系列的にどのように変化

していく傾向があるだろうか． 

仮に，特定の学習者の病状が，タイプ A からタイプ B

を経て，タイプ C・D へと変化することが病状の回復を意

味している場合，教師の授業設計方略の方針は，次のよう

に変化していくと考えられる． 

 院内学級入級時における学習は，入級時の学習者の実態，

病状により，ベッド学習か，教室学習のどちらかの学習形

態で始められる． 

入級時における学習者の学習形態が，ベッド学習で始ま

る場合，教師は学習者の状態を考え，A タイプの授業構成

を考えるだろう．学習者は，入院することにより，病気の

治癒に対する不安とともに，学習面の遅れという，二重の

不安を抱くであろう．学習面の遅れに対する不安は，「学

習している」ことが社会的にも制度的にも認められている

学校への通学が許されない状況であるが故に，さらに大き

くなると考えられる．院内学級に入級し授業を受けること

は，例えＡタイプの授業のようにその回数が少ないとして

も，学習者，そして保護者にとって，制度的に認められた

学校の教師から，自分の学校で利用している教科書を使っ

て学ぶことができる環境にあることを意味する．学習者に

とっては，社会的，制度的な立場の教師から授業を受ける

ことができる環境に位置することで「学校とつながってい

る」という安心感をもたらすことになるだろう．すなわち，

形態としては学校の授業とは全く異なる授業であり，必ず

しも学習の遅れに対する不安を解消するような学習が十

分に保証されることがないとしても，社会的・制度的な意

味で学校とつながっているというイメージを持つことが

重要だと言うことができるだろう． 

次に教師は，学習者の状態や容体変化，すなわち病気回

復に伴い，ベッド学習と教室学習の往復や，教室学習へ移

行していく学習形態の変化に従って，A タイプにおける授

業構成から B タイプの授業構成へ切り替えていくことに

なる．Ｂタイプの授業構成は，学習者の容体によってベッ

ド学習と教室学習との変化が見られるため，A タイプの授

業と次に述べるような C・D タイプの授業を切り替えるこ

とを前提にした授業構成をすることになる． 

教室学習が頻繁に行える状態になったとき，教師は学習

者の学習状況（習熟度等）を考え，C タイプの授業構成，

もしくは，D タイプの授業構成と授業を切り替え，学習者

が退院後，前籍校にスムーズに戻れることを期待しながら

授業を行っていくと考えられる．教室学習の場合，学習者

は病室から院内教室に「通級」することになる．また，院

内教室の環境は，教具としてのパソコンやホワイトボード，

机・椅子などが，院内学級を設置している学校（筆者自身

の置籍校）の備品として整備されており，また，教師は院

内教室で学習者が「通級」してくるのを待って授業を開始

する．このように，通常の教室と非常に類似した環境とな

っている．学年は異なる可能性があるが，ともに学ぶクラ

スメートがいることも大きな変化である．これらの具体的

な行動・環境の変化により，ベッド学習の場合の社会的・

制度的な意味に加え，院内学級での授業では，形態として

の授業がそのまま成立することから，実際の教室ばかりで

なく，入院前に通学していた学校での授業のイメージを強

く持つことになるだろう． 

このように，院内学級入級時における学習者タイプは，

学習者の病気回復に伴う学習形態の変化とともに，教師は，

A タイプから B タイプ，そして C・D タイプへと変化させ

ながら授業構成をしていると考えることができる． 

但し，学習者は様々な病気により入院しているため，上

記のような入級時における学習者タイプのように段階的

に病気を克服できない場合があることもまた事実である．

今回の，タイプ A の学習者の事例のように，学習者の授業

構成において，タイプ A からの変化が見られないまま，学

習者の病気の治療，そして病気の回復により退院していく

場合も当然ありうるからである．それ故，院内学級の実際

の授業では，これらの時系列的変化は一つの目安に過ぎず，
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入級している学習者の容体が，授業構成を行う も重要な

情報となるのである．一方，それぞれのタイプの授業は決

して独立したものでなく，学習者の容体の変化に応じる授

業構成においては，病状の変化に伴う系列が認められると

言える． 

 

Ⅳ．おわりに 

 

 今回の分析対象であるタイプ A 学習者が退院後，学習者

の保護者から次のような話をしてもらった． 

「積み重ねが必要な教科になると，中学校になって入院

している間抜けている部分の学習の穴埋めは，学校ではど

うにもならない．退院して，学校で補習は少しはやっても

らえたが，抜けたところを全てお願いするのは難しい．健

康なお子さんなら塾に行くことも考えられますが，その余

力もないので，抜けたところは抜けたまんま進んでいく．

その点，院内学級での授業が行われたことは助かりました．

過去，どうしても，入院してまた，退院ということもあり，

うまいことまわっていかなかったことがある．今までに，

春休みや・夏休みからの入院で，入級するには期間が短く

なる状態のタイミングの悪さで，院内学級に入級できない

場合があった．今回は，念願かなってやっと入級でき学習

が行えた．もう少し体調が良ければ授業も実施できたでし

ょうが，その点もなかなか授業ができない場合もあった．

部屋まで来てもらったのに，急に体調が悪くなり帰っても

らった場合もあり，残念でもあります．通常の学校の先生

たちとは違った，病気に寄り添って頂いている，目線が，

見て頂いているという感じがします．通常では通常の流れ

があるでしょうから，どっちが良いという感じではないで

すが．子育て支援で以前，コメントしたときもあるのです

が，システムについて体調の様子で，１時間しかできない

場合もあるでしょうが，３時間できる場合もあるのでそう

いったことができるといいなあとも思いました．少ない先

生方でたくさん回っているので，その点は厳しいでしょう

が，先生たちへの協力として学生さんたちとか加わって取

り組められるといいなあとも思います．手続き（期間）や

ベッド学習は１時間しかできない状態など．（システムに

ついて）」 

ベッド学習は，学習者と教師の 1 対 1 での個別授業の形

態である．この形態と学習者の授業記録の学習内容の未習

内容の補足の穴埋めや学習理解に対しての補足の補いと

いう点から，家庭教師の立場に類似していると考えられる．

院内学級教師と家庭教師の違いは，教師の背景にある学校

の存在の有無にあるのではないだろうか．入院という状況

の中，院内学級教師＝学校の先生と一緒に学習を行うこと

で，学習者も保護者も学校で学習を行っているという意識

が形成されるだろう． 

つまり，保護者にとっての院内学級は，例え学校での学

習とまったく同等の学習が実現できていないとしても「自

分の子どもが学校で学んでいる」という暗黙の了解が心の

中に形成され，その了解が学習に対する安心感へとつなが

っているのではないだろうか． 

保護者の話の中に，「院内学級での授業が行われたこと

は助かりました．過去，どうしても，入院してまた，退院

ということもあり，うまいことまわっていかなかったこと

がある．今までに，春休みや・夏休みからの入院で，入級

するには期間が短くなる状態のタイミングの悪さで，院内

学級に入級できない場合があった．今回は，念願かなって

やっと入級でき学習が行えた．」とある．入院・治療を行

うことは，学校の教室へ行き，学習することができなくな

ることでもある．もしも学習の遅れのみを心配するのであ

れば，その遅れを取り戻すための人材で十分であり，教師

である必要はない．学校での学習は，個人の学習の進度を

意味するのではなく，社会的に学習が保証されているとい

うことも意味しており，社会的・制度的な側面での「学習」

ができることが，学習者および保護者にとっては重要なこ

となのだと考えられる．それは例えば，院内学級で授業が

行われれば，学習者にとって出席扱いとなることに示され

ている． 

また，保護者の話の中に「抜けたところは抜けたまんま

進んでいく」「通常の学校の先生たちとは違った，病気に

寄り添って頂いている，目線が見て頂いているという感じ

がします．」とある．このことは，「抜けたところは抜けた

まま，分からないところは分からないまま進み，フォロー

もないままに進んで，社会的に自分の子どもが授業をして

いない」という不安感が保護者にあると考えられる．また， 

先生がどういう授業をしているのか，もしも，うちの子の

病気のことを理解していない人が授業をしていたらとい

う不安感もあるだろう．しかし，院内学級教師は，授業前

にナースステーションに行って子どものことを理解した
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うえで授業を実施している．院内学級教師は，

ちゃんとうちの子の病気のことを理解した状態

で，授業をしてくれているということが，保護

者にとって安心感になっていると考えられる．

すなわち，入院期間中の子どもに，「学習のケア」

を考えて「学習の空白を少しでも補い」，さらに，

「子どもの病気のことや，授業時の子どもの体

調のことを十分理解したうえで，授業を実施し

ている」教師が，社会的に保障された制度の中

の学校の先生（院内学級教師）であるという安

心感を意味しているのかもしれない．教師は，

このような学習者や保護者の思いを受けたうえ

で，入院している学習者が，学校で授業を受け

ているという意識を大切にしながら，院内学級

数学の授業構成を行っていると考えられる． 

院内学級には，様々な病気治療で入院している学習者が

入級するため，学習者の状態は一人一人異なる．例えば，

学習者の病気治療や入院時の容体により，院内学級入級ま

でに期間が必要な学習者もいれば，入院し数日後に，入級

できる状態（担当医師による許可）の学習者もいる．また，

入院する直前まで前籍校へ通常通り登校できていた学習

者もいれば，入院する前から，容体が思わしくなく，通常

通り登校できない期間があった学習者もいるため，学習者

が入院するまでの前籍校での状況にも相違が見られる．院

内学級教師は，このような様々な状況の学習者に対して，

まず，担当医師から学習者の容体や今後の見通し等の情報

を得る．そして，入級時の面談での学習者本人とその保護

者から得た情報（前籍校での様子等）や，院内学級におけ

る願いに関する情報を受け，入級後の学習者に対してどの

ように対応していくか，院内学級教師同士の共通理解を図

り，常に学習事項の重点事項の確認を行って授業を実施し

ている．そして，学習者が，いずれ退院して前籍校に戻る

ことを想定し，常に前籍校との接続を意識しながら授業構

成を行うことが，院内学級の授業の役割の一つとなる．そ

れ故に，学習者一人一人のニーズや容体に即した授業構成

が必要となり，図 7 に示した様々な要因を考慮した院内学

級における授業は，「授業の個性化」として考えることが

できるだろう． 

院内学級の中学校数学授業は，通常学級で行っているこ

とをベースにし，学習者の特性に応じた，院内学級独自の

対応を踏まえて授業構成をしていると言える． 

今後は，数学以外の他教科（国語・社会・理科・英語）

の院内学級教師が，院内学級の学習者の特性に応じ，どの

ような考えを持って授業構成を行っているのかの検証を

行い，院内学級の教師に求められる授業設計力とはどのよ

うなものなのかを考えていく必要があるだろう． 
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