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【要  約】 

「障害者差別解消法」が施行され、新しい概念である合理的配慮について、全ての教職員が理

解することが重要である。そこで、校内研修で活用できる合理的配慮についての研修資料（試案）

を作成した。そして、協力学校において研修資料（試案）を活用した研修を行い、全教職員が理

解を深めることができたか検証した。その結果と専門的立場からの助言を基に、研修資料（試案）

を再考し、より充実した研修資料を作成した。 
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１ 研究の目的 

我が国では、共生社会の形成に向けた取組が

行われており、学校教育においても、重要な役

割を果たすことが求められている。平成24年７

月に中央教育審議会初等中等教育分科会から出

された、「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）」では、障がいのある子どもに対

し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合

に個別に必要とされる合理的配慮を充実させて

いくことが重要であると明記されている。また、

平成28年４月１日から施行された「障害を理由

とする差別の解消の推進に関する法律」（障害

者差別解消法）では、公立学校において、合理

的配慮の提供が法令上義務化された。これらの

ことから、今後、障がいのある子どもに対する

合理的配慮を踏まえた教育活動の展開がより大

切となってくる。各学校においては、これまで

も障がいのある子どもへの配慮は行われていた

が、合理的配慮は新しい概念であり、特別支援

教育に中心となって関わっている教職員だけで

なく、全ての教職員が合理的配慮について正し

く理解することが重要である。 

そこで、校内研修で活用できる合理的配慮に

関する資料を作成して提供すれば、各学校で充

実した研修が実施でき、全ての教職員が合理的

配慮についての理解を深めることができるので

はないかと考え、本主題を設定した。また、よ

り充実した研修資料を作成し提案できるよう、

２年継続で研究することとした。本年度はその

２年目である。 

２ 研究の内容 

⑴ １年次の取組（概要） 

ア 研修資料（案）の作成 

先行資料や文部科学省の資料、本室で行って

いる研修内容等を参考に、校内研修で活用でき

る合理的配慮に関する研修資料（案）を検討し、

作成した。 

研修資料（案）は、「ガイドシート」、「実

践資料」及び「参考資料」から成る。「ガイド

シート」は、合理的配慮を提供するプロセスに

ついての資料である。「実践資料」は、合理的

配慮の理論等を学ぶための講義で使用する資料

「講義パッケージ」と、合理的配慮を考えるた

めの演習で使用する資料「演習パッケージ」で

ある。また、「参考資料」は、本センターや他

機関等で作成している既存の資料の中で、合理

的配慮の提供を考える際に参考となるものを紹

介している。 

イ 研修資料（案）に対する研究員への意

見聴取 

研修資料（案）のうち、「ガイドシート」と

「実践資料」について、特別支援教育に精通し

ている研究員９名（小学校３名、中学校３名、

高等学校３名）に意見聴取を行った。 

その結果、「ガイドシート」は、合理的配慮

の提供について、その全体像を理解する上で役

立つ資料になることが分かった。「実践資料」

は、「講義パッケージ」と「演習パッケージ」

が、各学校における研修で活用できる資料にな

ることが分かった。 

この結果と研究員の意見を受けて、研修資料



 

 

（案）を再考し、研修資料（試案）を作成した。

その研修資料（試案）の内容は、次に示すとお

りである（表１）。 

表１ 研修資料（試案）の内容 

ガ
イ
ド
シ
ー
ト 

合理的配慮を提供するプロセスについて
の説明資料 
合理的配慮の提供に至る流れや各段階

における具体的な内容・方法及びポイン
トについて、Ａ４判の１枚のシートにま
とめた。 

実 
 

践 
 

資 
 

料 

【講義パッケージ１～５】 
合理的配慮の理論等を学ぶ講義資料 
合理的配慮を考える際に押さえておき

たい基本的な内容について、五つの項目
に分けて作成した。 
それぞれについて、講義の進め方、講

義用スライド、講義用説明原稿、講義用
配布資料がある。 
講義時間は、一つの項目について15分

から20分程度である。 

【演習パッケージ】 
合理的配慮を考える演習資料 
事例を基に合理的配慮を考えるための

演習資料である。 
演習の進め方、合理的配慮の例、協議

用ワークシート等の資料がある。協議用
ワークシートは４種類あり、各種類につ
いて背景等の異なる３名の子どもの事例
がある。 
演習時間の目安は、協議用ワークシー

ト１種類について60分程度である。 

参 

考 
資 
料 

合理的配慮について考える際に参考とな
る資料（既存の資料） 
特別な教育的ニーズのある子どもの特

性の理解と支援、地域や関係機関との連
携、実態把握、個別の教育支援計画、個
別の指導計画についての資料を紹介して
いる。 

（ガイドシート、実践資料、参考資料の詳細

は、『平成28年度教育研究紀要（第83集）』に

記載） 

⑵  ２年次の取組 

ア 協力学校における検証 

１年次の研究では、特別支援教育に精通して

いる教員の意見を受けて研修資料（試案）を作

成した。２年次は、その研修資料（試案）が全

ての教職員にとって合理的配慮についての理解

を深めることができる資料であるかを検証する

こととした。 

そのために、協力学校において研修資料（試

案）を活用した校内研修を実施するとともに、

研修前と研修後に全教職員に対して、合理的配

慮に関する理解度を測るためのアンケート調査

を行うこととした。協力学校は、小学校・中学

校・高等学校の各１校を選定した。 

(ア) 校内研修の流れ 

合理的配慮について理解を深めるためには、

まず、教職員が合理的配慮を提供する手順や全

体像をつかむことが大切である。そこで、研修

の始めに、各学校の特別支援教育コーディネー

ター、又は本センター所員が、合理的配慮の提

供の手順や全体像について、「ガイドシート」

を用いて説明することとした。 

その上で、教職員一人一人が主体的に研修に

取り組めるよう、「演習パッケージ」を活用し

て研修を行うこととした。演習の運営は、特別

支援教育コーディネーターを中心に各学校の教

職員が行い、「演習パッケージ」にある「演習

の進め方」を参考にして実施した。その際、各

学校の実情により、４種類の「協議用ワークシ

ート」のうち１種類を選択し、各学年ごとある

いは校内の人数に応じて、グループ編成をした。 

校内研修における流れは、次に示すとおりで

ある（表２）。 

表２ 校内研修の流れ 

準
備
物 

〇 「ガイドシート」 
〇 「演習パッケージ」の各資料 
  演習の進め方、合理的配慮の例（音
楽会バージョン）、基礎的環境整備・
合理的配慮の観点の一覧表、学校にお
ける合理的配慮の観点（障がい種別ご
と）、協議用ワークシートとその解答
例 

研
修
の
流
れ 

１ 「ガイドシート」についての説明 
（約５分） 

合理的配慮の提供の手順や全体像に
ついて説明する。 

２ 「演習パッケージ」を使った演習 
（約45分） 

＜導入＞ 
合理的配慮の提供に至る流れを具体的

な事例に沿って確認する。 （約15分） 
 ① 「合理的配慮の例（音楽会バージ

ョン）」を使って合理的配慮の提供
に至る流れ（意思の表明➝背景・実
態把握➝基礎的環境整備➝検討・決
定・提供➝評価・見直し）を確認す
る。 

 ② 「基礎的環境整備・合理的配慮の
観点の一覧表」を用いながら、学校
における基礎的環境整備（８項目）
と合理的配慮（３観点、11項目）に
ついて、確認する。 



 

 

研
修
の
流
れ 

③ 必要があれば「学校における合理
的配慮の観点（障がい種別ごと）」
を用いて、支援について確認する。 

＜協議＞ 
「協議用ワークシート」を使い、合理

的配慮の提供について協議をする。 
（約30分） 

     事例の子ども３名のうち、１名のみに
ついての合理的配慮を考え、協議する。 

  ① 各自で、合理的配慮を検討する際
に必要だと考えられる「メンバー」
や「合理的配慮の内容」を考え、付
箋に記入する。 

② グループ内で、各自が書いた付箋
を出し合い、協議する。 

 ・合理的配慮の観点に基づいている
か確認し、観点及び項目の番号も
記入する。 

③ 各グループで協議したことを、全
体で発表したり、「解答例」を使っ
て確認したりする。 
・「解答例」は必要に応じて使う。

あくまでも考え方の一例なので正
解というわけではないことに留意
する。 

「協議用ワークシート」について、その一部

を次に示す（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 「協議用ワークシート」 

    (イ) 研修前と研修後におけるアンケート

調査の実施 

協力学校の教職員に対して、研修前と研修後

にアンケート調査を行い、合理的配慮について

理解しているか調べた。 

ａ 調査項目 

「①合理的配慮を検討する際のきっかけが分

かる（以下「①きっかけ」）」「②合理的配慮

を検討する前に把握すべき事項が分かる（以下

「②把握事項」）」「③合理的配慮を検討する

際に集める校内の関係者が分かる（以下「③関

係者」）」「④合理的配慮の提供の流れが分か

る（以下「④提供の流れ」）」「⑤合理的配慮

と基礎的環境整備の関係性が分かる（以下「⑤

基礎的環境整備」）」「⑥合理的配慮の評価の

仕方が分かる（以下「⑥評価」）」の６項目と

した。これらは、合理的配慮の提供における各

段階のポイントとなるものとして設定した。 

ｂ 回答方法 

各調査項目について、４件法（「あてはまる」 

「ほぼあてはまる」「あまりあてはまらない」

「あてはまらない」）で回答を求めた。 

その際、「①きっかけ」「②把握事項」「③

関係者」については、研修前、研修後のそれぞ

れにおいて、理解している内容を記述するよう

求めた。また、研修後においては、「④提供の

流れ」「⑤基礎的環境整備」「⑥評価」につい

て、「ほぼあてはまらない」や「あてはまらな

い」と回答した場合、その理由を記述するよう

求めた。 

   (ウ) アンケート調査の結果と分析 

アンケート調査の回答結果は、図２及び表３

に示すとおりである。 

各学校の教職員の回答について、調査項目

（以下「項目」という）別に４つの回答の割合

を算出し、研修前と研修後とで比較した。 

全学校の全項目において、研修前は、「あて

はまる」と回答する教職員が少なく、多くても

11.4％であった。また、全学校のほとんどの項

目で「あてはまらない」と回答する教職員がお

り、多い場合は50％を超えていた。 

研修後においては、全学校の全項目で、「あ

てはまる」と回答する教職員が増え、学校によ

っては複数の項目で50％を超えた。また、「あ

てはまらない」と回答する教職員は、全学校の

全項目で０％となった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｃさんの場合 
・状況理解の困難さがあり、話の流れ

に応じた受け答えが難しい。また、

他者の感情理解が難しく、思ったこ

とをすぐ口に出してしまう。 

集団で話し合うことが苦手であるが、各教科の話合い活動やホーム 

ルーム活動に参加したいと希望している。 

 

背 景 

実態把握 

Ａさんの場合 

・軽度の難聴がある。補聴器を装用し

ており、１対１であれば音声のみで

会話ができる。授業では FM 補聴シ

ステムを使用している。 

Ｂさんの場合 

・慣れない場では吃音が出る。言葉が

つまることを気にして、自分の考え

をすぐには発言できないことがあ

る。 

 

検討 

決定 

提供 

メンバー 

 

 

メンバー 

 

メンバー 

 

有意義な話合いができた！苦手意識もなくなったよ！  
評価 

見直し 

意思の 

表明                                                    

・特別支援学校のセンター的機能を利用している。(１)  ・特別支援教育コーディネーターがいる。（２） 

・必要な生徒に個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成している。(３) 

・学校にFM補聴システムがある。(５)  ・特別支援教育支援員がいる。(６)    

学校の 

基礎的 

環境整備 

合理的配慮の内容 

 

合理的配慮の内容 

 

合理的配慮の内容 

 

・個別の教育支援計画・個別の指導計画に記入し、活用する。 

・定期的な評価をする。 

・見直しを随時行う。 

⑤協議用ワークシート 

「話合い活動」（高等学校） 



 

 

 

 

① あなたは、合理的配慮を検討する際のきっかけが分かる。 

   

② あなたは、合理的配慮を検討する前に、把握すべき事項が分かる。 

   

③ あなたが、合理的配慮を検討する際に集める校内の関係者が分かる。 

   

④ あなたは、合理的配慮の提供の流れが分かる。 

   

⑤ あなたは、合理的配慮と基礎的環境整備の関係性が分かる。 

   

⑥ あなたは、合理的配慮の評価の仕方が分かる。 

   

図２ アンケート結果一覧 
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表３ 記述による主な回答 

  

① きっかけを具体的にお書きください。 

 （研修前） 

・ 授業中、集中が続かない。服・靴などが乱れる。忘れ物が多い。片付けができない。 

  ・ 本人または保護者から配慮を求められたとき、障がいによって他の生徒と同等の学習を 

   享受できない場合、客観的に明らかに配慮が必要であると考えられるとき 

 （研修後） 

・ 本人・保護者からの申出、教員の見立て 

 

 ② 事前に把握する事項を具体的にお書きください。 

 （研修前） 

  ・ 児童の行動の様子（学習状況、生活環境、ノートの取り方） 

  ・ 困難と感じている事項、できること・できないこと、保護者の希望 

 （研修後） 

  ・ 本人・保護者の気持ち、学習上・生活上の困難、健康状態 

 

 ③ 関係者を具体的にお書きください。 

 （研修前） 

  ・ 校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、特別支援教育コーディネーター、学級担任、学 

   年主任 

 （研修後） 

  ・ 本人、保護者、学級担任、特別支援教育コーディネーター、そのほかに教科担任や通級 

   による指導担当者、スクールカウンセラーなど必要に応じて 

 

以下④～⑥は研修後に「あまりあてはまらない」「あてはまらない」と回答した理由を記述で 

求めたものである。今回は「あてはまらない」の回答はなかったため、全て「あまりあてはまら 

ない」の回答理由である。 

 

④ あなたは、合理的配慮の提供の流れが分かる。 

・ 具体的な提供の流れは、そのときそのときではないか。 

・ 誰が発起して、どのようなメンバーで熟考し、本人・保護者に伝えるのかはっきり分か 

 らない。 

                                       

⑤ あなたは、合理的配慮と基礎的環境整備の関係性が分かる。 

・ たくさんの項目に分かれていて、関連付けが難しい。 

 

⑥ あなたは、合理的配慮の評価の仕方が分かる。 

・ 具体的に何をどう見るべきなのか、よく分からない。 

・ 何をどのような観点からどう評価するのか。誰がするのか。評価をどう利用するのか。 

・ 合理的配慮が適切だからできるようになったのか、本人自身の成長によりできるように 

 なったのか、評価の観点が分かりにくい。本人ができていると思っても、教師側は思わな 

い場合やその逆も考えられる。 

 

 



 

 

次に、「あてはまる」と「ほぼあてはまる」

の回答を「理解が高い」、「あまりあてはまら

ない」と「あてはまらない」の回答を「理解が

低い」と捉えて、合理的配慮についての教職員

の理解が深まったかどうかについて分析した。 

「理解が高い」教職員について、研修前は、

全学校の全項目で60％以下であり、10％に満た

ない項目もあった。研修後においては、「理解

が高い」教職員が、全学校の全項目で約90％以

上となり、複数の項目で100％に達している学

校があった。 

 また、研修後の記述による回答を見てみると、

多くの教職員において、「①きっかけ」では

「本人・保護者からの申出」「教師の見立て」、

「②把握事項」では「本人・保護者の気持ち」、

「③関係者」では「本人」「保護者」や「教科

担任」などが追加された。本人・保護者の思い

を把握すること、特別支援教育に精通する教員

や学級担任、管理職だけでなく、必要に応じて

教科担任等その他の教職員も一緒に検討するこ

とについて理解され、合理的配慮の提供におけ

るポイントなど意図する内容が伝わったと推測

された。 

これらのことから、「ガイドシート」や「演

習パッケージ」を活用した研修によって、多く

の教職員が合理的配慮についての理解を深める

ことができたと考える。 

「理解が低い」教職員について、研修前は、

全学校の全項目において約40％以上であったが、

研修後は、約10％以下となり、大きく減った。

しかし、研修後も、「理解が低い」教職員がお

り、「ガイドシート」と「演習パッケージ」の

みを活用した研修では、全ての教職員が合理的

配慮について理解を深めるには至らなかった。

研修後も「理解が低い」教職員は、合理的配慮

に関する基本的なことが理解できていない可能

性があるので、学校の状況に応じて、基本的な

内容を盛り込んだ「講義パッケージ」を研修の

最初に取り入れることを推し進めることが必要

だと考える。 

また、特に「⑥評価」については、他の項目

と比較すると、全学校において、研修後におけ

る「理解が低い」教職員の割合が多く、教職員

にとって理解しにくいものであることが推測で

きる。研修後の記述では、「何をどのような観

点からどう評価するのか、誰がするのか、評価

をどう利用するのか、分からない。」などの意

見があった。 

「ガイドシート」には「十分な教育ができて

いるかという観点での評価」が記載され、「参

考資料」には「個別の教育支援計画、個別の指

導計画を活用した評価」の内容が盛り込まれて

いる。そこで、これらのことを押さえながら、

研修が進められるよう、留意点を示す必要があ

ると考える。また、演習で使用する「協議用ワ

ークシート」等に、合理的配慮の内容と評価に

ついてつながりがあることを具体的に示すこと

も必要であると考える。 

イ 専門的な立場からの助言 

より充実した研修資料となるように、「ガイ

ドシート」と「演習パッケージ」について、愛

媛大学大学院樫木暢子准教授に、特別支援教育

の専門的な立場からの意見を伺った。樫木准教

授からは、合理的配慮についての教職員の理解

を深める資料として、各学校での活用が期待で

きるものであるとの肯定的な意見をいただいた。

その上で、検討事項として指摘していただいた

ことについて、主なものを次に示す。 

    (ア) 「ガイドシート」について 

合理的配慮について学び続ける研修や、子ど

も一人一人の合理的配慮を検討・提供するとい

う実践につなぐことが意識できる表題がよい。 

評価について、教職員のみが行うのではなく、

本人や保護者からの意見を取り入れることなど

が理解されるよう記述を工夫する。 

(イ) 「演習パッケージ」について 

合理的配慮の内容の例について、一部抽象的

であるので、いつ、誰が、どのようにするのか

などを、より具体的に示す。また、支援を必要

とする子ども自身が様々な物事を肯定的に受け

止める支援内容を付け加える。状況に応じて、

周囲の子どもたちの意見を取り入れるという視

点も補う。 

合理的配慮は、本人や保護者の意見も聞きな

がらＰＤＣＡサイクルで見直し、提供されるこ

とが大事である。そのため、「協議用ワークシ

ート」の事例について、意思の表明、子どもの

背景、合理的配慮の内容、評価等の欄の記述に

つながりがあるか見直しをする。 

研修は、繰り返して継続的に行うことが必要



 

 

であるので、「協議用ワークシート」の種類や

事例を増やす。 

「協議用ワークシート」の「解答例」という

表題を「検討例」とする。教職員一人一人が考

え、意見を出し合って協議し検討することが大

事であり、正解を求めるのではないことが明確

に伝わるようにする。 

ウ 研修資料（試案）の再考 

アンケート調査の分析と樫木准教授の助言を

受けて、研修資料（試案）を見直し、再考した。

その主な内容は次のとおりである。 

「ガイドシート」の表題については、合理的

配慮の提供が既に法令で義務付けられ施行され

ていることも踏まえ、「合理的配慮・はじめの

一歩」とした。 

「演習パッケージ」の「協議用ワークシート」

については、幼稚園や病弱・身体虚弱の子ども

の事例等を増やし、「解答例」は「検討例」と

した。また、意思の表明から評価までのつなが

り、子どもが主体的に取り組める支援等を考慮

しながら、具体的に例示するよう努めた。 

評価については、「検討例」の評価欄に、合

理的配慮の内容に対応した例を具体的に追記し、

参考にすることができるようにした。また、演

習の最後に、評価も含めた研修事項の確認等を

行うよう、「演習の進め方」に「まとめ」の段

階の手順や留意事項等も追記した。 

再考し作成した研修資料の一部である「協議

用ワークシート（高等学校）」の「検討例」に

ついて、以下に示す（図３）。 

３ 研究のまとめと今後の課題 

本年度の研究では、昨年度作成した研修資料

（試案）を活用した校内研修を実施し、全教職

員が合理的配慮について理解を深めることがで

きるか検証した。その結果、「ガイドシート」

と「演習パッケージ」を活用した研修によって、  

多くの教職員が合理的配慮について理解を深め

ることができた。しかし、「ガイドシート」と

「演習パッケージ」のみの研修では、全ての教

職員が合理的配慮について理解を深めるまでに

は至らなかった。 

合理的配慮については、全ての教職員が理解

することが重要である。また、合理的配慮は、

実際に子ども一人一人について個別に検討され、

提供されなければならない。そのためには、継

続的に研修を積み重ねることが必要である。再

考した研修資料については、本センターの研修

講座で具体的にその活用方法などを伝えていき

たい。また、本センターホームページに掲載し、

各学校がダウンロードして活用できるようにし

たい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 再考した「協議用ワークシート（高等学

校）」の「検討例」 
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合理的配慮の内容 

・前に出て発表する人は、FM補聴シス

テムのマイクを使用する。また、特

別支援教育支援員によるノートテ

イクを行う。①-2-1 

・グループにおける話合い活動では、

誰が発言しているか分かるように、

挙手をしてから発言するように指

示する。①-1-1 

・聞くことの負担を軽減させるため、

記録係の役割が回ってきたときは、

司会と代わるようにする。①-1-2 

Ｃさんの場合 
・状況理解の困難さがあり、話の流れ

に応じた受け答えが難しい。また、

他者の感情理解が難しく、思ったこ

とをすぐ口に出してしまう。 

集団で話し合うことが苦手であるが、各教科の話合い活動やホーム 

ルーム活動に参加したいと希望している。 

 

背 景 

実態把握 

Ａさんの場合 

・軽度の難聴がある。補聴器を装用し

ており、１対１であれば音声のみで

会話ができる。授業では FM 補聴シ

ステムを使用している。 

Ｂさんの場合 

・慣れない場では吃音が出る。言葉が

つまることを気にして、自分の考え

をすぐには発言できないことがあ

る。 

検討 

決定 

提供 

メンバー本人・保護者・学級担任・各

教科担当者・特別支援教育コーディネ

ーター・特別支援学校教員・特別支援

教育支援員で相談・協議 

メンバー本人・保護者・学級担任・各

教科担当者・特別支援教育コーディネ

ーターで相談・協議 

メンバー本人・保護者・学級担任・各

教科担当者・特別支援教育コーディネ

ーターで相談・協議 

有意義な話合いができた！苦手意識が減った！  

評価 

見直し 

意思の 

表明                                                    

・特別支援学校のセンター的機能を活用している。基(１) 

・特別支援教育コーディネーターがいる。基（２） 

・必要な生徒に個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成している。基(３) 

・学校にFM補聴システムがある。基(５)  

・特別支援教育支援員がいる。基(６)    

学校の 

基礎的 

環境整備 

合理的配慮の内容 

・安心感を得られるように、話合い活

動のテーマを事前に知らせる。①

-2-3 

・緊張を和らげるため、司会のときは

定型文を使ったり、小グループでの

司会を行ったりする。①-2-3 

・不安感を軽減させるため、全体での

司会の役割が回ってきたときは、記

録係と代わってもよいことにする。

①-1-2 

 

合理的配慮の内容 

・話合い活動のルールを事前に学習

し、本人が確認できるカードを用意

する。①-1-1 

・机間指導の回数を増やし、必要に応

じて、話合いの状況を簡潔に伝え

る。①-2-1 

・所属感を高められるようにするため

に、グループの発表係を担当させ

る。①-2-2 

 

・話合い活動のルールは定着してき

たので、カードは必要なときのみ

使用する。 

・今後、グループ編成を配慮し、メ

ンバーが本人に話合いの状況を説

明するようにする。 

⑤ 検討例 

・事前にテーマを知らせることで、

進んで意見を述べることができ

た。 

・小グループでの司会をすることで

自信が付いてきたので、今後、全

体での司会も挑戦するよう促す。 

・FM補聴システムの活用やノートテ

イクは、本人が必要な情報を得る

ために必要であるため、今後も継

続する。 

・話合い活動で、挙手をしないで発

言してしまう生徒がいたので、徹

底させる。 


