Ⅰ

今年度の研究活動
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今年度の A 部門の研究について
１ はじめに
本校では昨年度までの３年間、
「豊かなキャリア発達を目指す授業作り」を全校テーマとして研究を行ってきた。Ａ
部門では研究最終年となった平成２７年度、
「重い障害のある児童・生徒の、発達課題と生活年齢に配慮した授業作り
～共通理解のためのツールについて」というサブテーマを設定し、小学部と高等部で活動分析表の活用を行い、授業改
善の成果が見られた。
平成２８年度から３０年度に渡る新しい研究計画では、全校の研究テーマを「児童・生徒の自ら学ぶ姿勢の育成を

目指した授業づくり～活動分析を活かした指導と評価の研究を通して～」とし、全学部で活動分析の研究に取り
組むこととなった。昨年度までの小学部及び高等部での研究成果や課題をＡ部門内で共有し、活動分析のアプロ
ーチを取り入れた授業作りと評価・改善のサイクルについて、改めて研究を進めることとした。

２ 研究テーマと研究計画
（１）研究テーマ
＜全校研究テーマ＞
児童・生徒の自ら学ぶ姿勢の育成を目指した授業づくり ～活動分析を活かした指導と評価の研究を通して～
＜A 部門研究テーマ＞
適切な児童・生徒理解に基づく授業づくり ～活動分析を活かした指導と評価の研究を通して～

（２）研究計画
１年目（平成２８年度）
２年目（平成２９年度）
３年目（平成３０年度）

活動分析表の作成と活用、指導と評価の研究
活動分析表を活用した自ら学ぶ姿勢を育成する授業改善の観点整理
自ら学ぶ姿勢を育成する授業改善の在り方

３ 研究の方法と成果
（１）学部研、研究協議会
各学部で研究を進めるにあたり、以下の２点を共通確認事項とした。
・各学部において研究指定グループ（課題別学習グループ）を決め、年間を通して実践・評価・協議を行う。
・各学部の児童・生徒の実態や指導課題に応じて研究指定授業を定めることができるように、研究指定となる
授業は共通の教科・領域としない。
確認事項を受け、小学部・中学部では自立活動を主とする教育課程のグループ、高等部では知的障害を併せ
有する教育課程のグループを研究指定グループとして１年間研究を進めた。
研究協議にあたっては、月１回程度設定される学部研という会議において実践報告や議論を重ね、８月に中
間報告会、２月に公開研究協議会を開催し、講師から指導・助言をいただきながら研究を深めてきた。

（２）年間研究計画
①５月２０日
②６月８日
③７月１５日
④８月３１日（中間報告会）
⑤９月２０日
⑥１０月１７日 ⑦１２月９日
⑧１月７日（プレ公開研究協議会） ⑨１月６日
⑩２月７日
⑪２月１０日（公開研究協議会）

（３）学習指導案、活動分析表について
学習指導案は校内で統一した物を基本とし（資料１参照）
、学習グループの実態や課題に応じて変更、改善して良い
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ものとした。初任、２・３年次、１０年次研修に該当する教師の学習指導案については研修テキストに沿ったものを使
用することとした。
活動分析表については、初年度は書式の検討も研究内容に含まれること、各学部における児童・生徒の実態差、昨年
度から取り組んでいた学部と初めて取り組む学部があること、などから、統一書式を設けないこととした。小学部は子
どもの認知発達を意識したアセスメント的なモデル、中学部・高等部では当該の活動に対する生徒個々の段階的な目標
を示したモデルとなっている。
（詳細は各学部の研究報告を参照）
。

（４）講師、外部専門家について
学部研究の講師は、小学部・中学部に飯野順子氏（非特定営利活動法人地域ケアさぽーと研究所理事長）
、高等
部に三室秀雄氏（東京都教職員研修センター教授）を招へいし、それぞれの研究活動について指導・助言をして
いただいた。公開研究協議会においても実際の授業や撮影したビデオ、資料等の内容についても指導・助言をい
ただき、協議を進めることができた。
なお、各児童・生徒は、自立活動指導員として本校に勤務する理学療法士、言語聴覚士、作業療法士、視能訓
練士などの外部専門家によるアセスメントを実施しており、それにより児童・生徒理解を深めることができてい
る。また今年度は個別的なアセスメントだけでなく、グループ授業を参観してもらい、指導方法、教材、環境設
定などについて具体的な指導・助言を受ける機会も増やしている。

４ これまでのまとめと今後の課題
今年度から始まった新たな研究であるが、授業実践を軸とし、児童・生徒の実態把握を的確に行い、授業作り・
改善に取り組むためのツール及び授業改善サイクルの研究という意味では昨年度までの研究の延長線上にある。
活動分析に関しては中学部が初めての取組となったが、全体的に昨年度までの研究成果を基盤に研究を積み上げ
ることができたのではないかと考えている。
これまでの授業でありがちであった「この授業における全員の目標」や「この活動における全員の目標」とい
った曖昧な目標・課題設定ではなく、活動分析を行うことで「この生徒（児童）における、この活動の達成目標
と到達度」を明らかにすることができる。教師や学校介護職員といった支援者が、児童・生徒の力や目標、必要
とされる支援の質と量を共有できること、そして客観的・段階的に児童・生徒の学習活動を評価できることなど、
非常に高い教育効果があることが１年間の研究の中で明らかになっている。
今後の課題としては活動分析表作成の難易度の高さが挙げられる。作成にあたっては、授業における各活動を
分析し、かつ児童・生徒の発達状況や学習課題を的確に把握する必要がある。しかし重い障害のある児童・生徒
については、教科・領域に関わらず共通する目標・課題も多いため、一度作成すると応用が利くという特性もあ
る。今後、活動分析表を研究に留まらせず、般化し日々の教育実践に生かしていくには、モデル・参考資料的な
ものを作成も含め、活動分析表作成の難易度を下げるような取組も研究できると良い。
次年度以降も、研究を深めつつ、同時に日々の授業が良くなっていき、児童・生徒がぐんぐんと成長を遂げる
ような取組を進めていきたい。

＜田中 顕一＞
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資料１

○○○○ 学習指導案
日 時 平成○○年○○月○○日○曜日
○時○分～○時○分
場 所 ○学部○年○組 教室
対 象 ○部門○学部○年生 計○名
授業者 ○○ ○○（Ｔ１）
○○ ○○（Ｔ２）
○○ ○○（Ｔ３）
１ 単元名

「○○○○○○○○○○」

２ 単元の目標
・
・
・
３ 単元の評価規準
ア 関心・意欲・態度
単
元
の
評
価
規
準

イ 思考・判断、表現

ウ 技能

エ 知識・理解

①・・・・・・

②・・・・・・

４ 単元の指導計画（○○時間扱い）
学習内容

５

目標・ねらい

備考

単元に関する個々の児童・生徒の実態と目標
実態

目標

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

６ 本時（全○○時間中の○時間目）
（１）本時のねらい
・
・
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指導の手立て

（２）本時の展開
主な学習と活動内容

指導上の留意点と配慮事項

具体的な評価内容
全体

個別

導
入
○
○
分
展
開
○
○
分

ま
と
め
○
○
分
※ 本時の展開の一部分で活動分析表を作成。 別紙で添付することも可能。人数が多い場合は抜粋も可能。
（３）配置図 （例）

黒板

ＭＴ

Ａ
Ｄ

Ｂ
Ｃ
ＳＴ

（４）授業参観の視点
・
・
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A 部門

小学部

１ 研究活動
（１） 研究テーマ
「適切な児童理解に基づく授業づくり～活動分析を活かした指導と評価の研究を通して～」

（２） 研究テーマの設定理由と研究の経過
全校テーマ「児童・生徒の自ら学ぶ姿勢の育成を目指した授業作り」を受け、活動分析表の作成と活用、指導と
評価の研究を行った。平成２８年度の研究内容として、全校的に以下の４つが挙げられた。
①活動分析表（児童・生徒の活動を行動レベルで分析したもの）の共通理解
②活動分析表の作成と活用（活動分析を活かした指導案の作成）
③活動分析表の活用に基づく教材・教具の開発
④活動分析表に基づく評価と授業改善の視点
小学部では、昨年度より、活動分析表に取り組んでおり、今年度は、上記③、④を重点として研究を行った。

（３）研究方法
自立活動を主とする教育課程に学ぶ児童のグループ（くまグループ）を抽出し研究対象グループとした。より
明確に分析、評価し、適切な児童理解につなげるため、対象児童とメインの学習内容にしぼって分析、評価を行っ
た。また、活動分析表や「まとめシート」を活用し、授業改善を中心に研究活動を行った。

①研究の流れ概要
学部研日程
４／２６（火）
５／２０（金）
６／８（水）
７／２０（水）
８／３１（水）
９／２０（火）
１０／１７（月）
１２／９（金）
１／６（金）
１／１６（月）
２／１０（金）
公開研究協議会以降

検討事項・内容等
・学校全体の研究テーマ及びＡ部門、各学部の研究テーマ提案
・研究の流れ３点（①３年計画で対象グループを決定②通年で１つのＧ継続
③研究授業の教科は対象グループ内で検討）
）確認
・各グループでの授業改善に向けた検討又は学部全体で研究指定授業協議会
○研究の内容と、学部テーマの決定
・各グループでの授業改善に向けた検討又は学部全体で研究指定授業協議会
・中間報告会に向けて、各グループでの検討又は研究指定授業協議会
○授業改善から見えてきたものをまとめ、学部内で発表する
・中間報告会。各学部で指定授業の報告、協議等
○授業改善のこの時点でのまとめと今後に向けて（テーマに関連させて）
・中間報告会を受けて、各グループでの検討又は研究指定授業協議会
・各グループでの授業改善に向けた検討又は学部全体で研究指定授業協議会
・プレ公開研・公開研に向けて各Ｇでの検討又は研究指定授業協議会
○授業改善における成果と課題をまとめる
・プレ公開研。Ａ部門全体で指定授業の報告、協議等
○授業改善のまとめと発表内容について
公開研に向けて各Ｇでの検討又は研究指定授業協議会
○授業改善における成果と課題を、活動分析表を活用してまとめる
・公開研究協議会
○１年間の授業改善についてのまとめと明らかになったことについて発表
・まとめと今後に向けて学部研で検討

②授業改善に向けた取組について
・実態把握→個別指導計画、学習習得状況把握表によるアセスメント
・授業改善→①活動分析表を含めた指導案の作成
②授業実施
③外部専門家、授業者間の助言、グループ会での検討
④授業改善と、活動分析表を活用した授業評価
⑤まとめと今後の課題の整理
・報告協議→学部研、中間報告会／プレ公開研、公開研究協議会
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・公開研究協議会講師：飯野順子氏

（４）１学期の研究の取組
A 小の各グループが活動分析表を作成し、授業改善を行った。授業前、授業後の改善の過程が分かりやすい
よう「まとめシート」を作成し、全体での共有を行った。
①くまグループの取組
ア 活動分析表
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イ まとめシート（くまグループ）
教科「国語・算数」 単元名「いちごをどうぞ」
対象： Ａ部門
授業者：
（MT）沼田 （ST）上田、内田 （CS）木村、杉本

小学部 くま グループ

① 本単元での重点課題（上記①を具体的に記入）

・具体物に気付き、自ら触れたり操作したりする。
○ いちごに気付き、いちごに視線を向ける。
○ いちごに手を伸ばす。
○ いちごを取る、取ろうとする。
② 分析項目に対する授業初期チェック時の児童の様子と改善策
Ａ（３年）

Ｂ（６年）

・積極的にいちごに手を伸ばし、いちごを上からもぎ取る
ように、複数のいちごを取ることができた。

・表情は良いが、いちごに手を伸ばしたり、いちごを取
ろうしたりする動きが乏しかった。

・課題は変えずに、引き続き学習を行う。

・ひもを長くして、カットテーブル上の高さ（操作しや
すい位置）に、いちごをセットするようにした。
・いちごについているひもに指を引っ掛け、手をスライ
ドさせることで自分の力でいちごが取れるようにし
た。

③ 分析項目に対する授業中間チェック時の児童の様子と改善策

Ａ

Ｂ

・髪の毛をいじることが増え、いちごに手を伸ばすことが
減った。

・よく動いていた右手にいちごのひもを引っ掛けると、
左にスライドさせていちごを取ることができた。

・いちごが揺れないように、ひもに棒を巻きつけて、いち
ごが揺れにくいようにした。
・いちごを持ちやすいように、葉っぱやツルをつけた。

・課題は変えずに、引き続き学習を行う。

④ 分析項目に対する授業後期チェック時の児童の様子

Ａ

Ｂ

・考える素振りを見せながら、自分でいちごのツルの部分
に手を伸ばし、下方向に手を動かし、いちごを取ること
ができた。

・いちごを時々見て確認しながら、手指を盛んに動かし
て、いちごを取ろうとしていた。取れて褒められた時
は、笑顔があふれた。

⑤ 単元を通じた分析結果から、次の単元にどう生かせるか。

・授業初期から目標を達成できていた場合の考察をしっかりしておく。
「どのようなところが本人の実態に合っ
ていたのか」
「
（合っていたなら）次の学習課題はどのようなものが適切か」
「つまづいた場合は、どこまで学習
課題を戻すか」といったことを、単元を進めつつ適宜考察し、学習支援を変えたり、必要に応じて学習課題を改
善したりしていく必要がある。
・経験を積み重ねるだけでなく、着実に力を付けていくために、単元が変わっても個々の目標は継続できるよう
な授業内容を検討していく必要がある。学習を広げるところと、学習を深めるところのバランスが大切であろう。
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②アタックグループの取組
ア 活動分析表

- 10 -

イ まとめシート（アタックグループ）
教科「国語・算数」 単元名「まんまるさんとしかくさん」
授業者：
（MT）宮島 、
（ST）寄下、
（CS）野村、清水

対象： Ａ部門

小学部 アタックグループ

①本単元での重点課題（上記①を具体的に記入）

＜身体面や視機能面に重い障害をもつ児童の選択課題について＞
単元目標（２）活動に適した具体物を選ぶことができる。→（選択課題）

②分析項目に対する授業初期チェック時の児童の様子と改善策
Ａ（３年）

Ｂ（５年）

ボールや風船で遊ぶ。期待する反応を表情で示す。

ボールや風船で遊ぶ。期待する反応を表情で示す。

具体物でたくさん遊び、中間以降、選択課題に取り組む

具体物でたくさん遊び、中間以降、選択課題に取り組む

③分析項目に対する授業中間チェック時の児童の様子と改善策

Ａ

Ｂ

①よく手が伸びる左手側に正選択肢。
②先に右手が動く（不随意運動？）が左手で触れる。
③手の動きは不随意運動の可能性もあるため、視線の動き
で最終判断。
④左右見るが、左側を見ることが多い（と思われる）ため、
「前向きに」正解と判断する。

①顔を右側に動かすことが増えてきているため（緊張に
よる不随意の可能性あり）、正選択肢を右側へ。
②右側に動かそうとするため、「前向きに」正解と判断
する。

上記方法をもう少し続け、具体物を「左手で触れる」、「見
る」で正選択肢への定着を図る。

視線と同様に、左手の動きが引き出せないか。左側に正
選択肢をおく。

④分析項目に対する授業後期チェック時の児童の様子と改善策

Ａ

Ｂ

上記③方法で行い、同様に行うことができた。

・問われたときにタイミングよく左手を挙げる（触れる）
ことは難しい。

逆に問われたとき、視線を向けることができるか？右手の
動きは使えるか？

・判断材料をどこにもっていくか？Yes/No問われたとき
に左手を挙げる？笑顔？正選択肢への視線？

⑤単元を通じた分析結果から、次の単元にどう生かせるか。

・
「正しい方を選ぶ力」
、
「好きな方を選ぶ力」は、今後、
「自分らしく生きていく」力としてとても重要な力であ
り、他者とのコミュニケ―ションには必須である。小学部段階で「好きなものを見付ける」
「好きなものを選ぶ」
などの力は身に付けたいが、上肢や視線の動きに障害が重い場合、慣れた人でも判断が難しい。その力をどう身
に付けるか。日常生活や個別学習なども含め、認知面、身体面（主に手の動き）
、視機能面からのアプローチが
重要。
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③ねこグループの取組
ウ 活動分析表
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イ まとめシート（ねこグループ）
教科「生活単元学習」 単元名「配達ごっこをしよう」
対象： Ａ部門
授業者：
（MT）吉津谷 （ST）三代、渡邉 （CS）中溝、笹井

小学部 ねこ グループ

①本単元での重点課題

１．写真カード、絵カードと人、具体物のマッチング。
２．自分がやろうとしていることを認識して、途中の刺激に惑わされず、記憶を維持して遂行できようにする。
②分析項目に対する授業初期チェック時の児童の様子と改善策
Ａ

Ｂ

・写真カードと具体物のマッチング。頼まれた物の写真カ ・文字カードを教師と一緒に声に出して確認して、正し
ードを見ても、提示された全ての物をかごに入れる。
い具体物をかごに入れることができた。
・途中の邪魔に対して、品物を渡す。間違えに気づくと、 ・途中の邪魔に対して、品物を渡す。間違いに気づくと、
「（違いま）す」ではなく、「や」と言って、渡さない
顔の前で手を振る身振りで渡さない意志を示す。
意志を示す。
・３～４個提示していたので、選択肢の数を減らす。
・「や」と言った後に、ＳＴが「ちがいま」までを言う。

・少し長い名称の注文にも取り組む。
・渡しに行く前に、渡す人物を写真カードで確認する。

③分析項目に対する授業中間チェック時の児童の様子と改善策

Ａ

Ｂ

・選択肢の数を減らしても、かごに全部入れることがある。 ・ほぼ確実に注文表どおりに２つの品物だけをかごに入
教師と写真カードを確認しながらや、「１つだよ」など
れて配達できるようになった。
の言葉かけがあれば、正答にたどり着けることもある。 ・友達の間違えを指摘するように「違います（だよ）」
・邪魔に対しては、必ず「や」と伝えて渡さない。
と言えるようになり、自分の番でも確実に言えるよう
になった。
・「なんて言うんだっけ？」等、本人に間違えに気付かせ
る言葉かけを行う。

・特に支援なし。

④分析項目に対する授業後期チェック時の児童の様子

Ａ
・支援（言葉かけや確認を促す）があれば、正答にたどり
つけるようになってきた。支援が何もないと成功するこ
とは難しい。
・回数を重ねても、支援を変えても初めに「や」というの
は変わらなかった。

Ｂ
・教師が注文表を読まず、文字だけで確認したところ、
できなくなった。名称として読めるものと読めないも
のがあることが判明する。長い名称、親しみが少ない
名称は読めない。
・支援がなくても、邪魔に対しては、「違います」と確
実に伝えられるようになった。

⑤単元を通じた分析結果から、次の単元にどう生かせるか。

・児童Ａに関しては、初期、中間、後期と徐々に課題をやさしくすることで、取り組めるようになってきた。初
めの課題が実態に対して高すぎたことが反省として挙げられる。また個別の学習でできるはずの課題が、集団
の場ではできないことも分かった。要因としては、取り組む環境、手順、教師の支援のやり方などが異なった
ためと考えられる。他の単元でも、教師間で支援の統一を図る必要がある。
・児童Ｂは、課題１．に関して、中期までできていたが、後期になり、文字ではなく、教師が注文表を読んでい
る音声を頼りに正解していたことが判明。文字に重点課題を置くときは、手掛かりにになるような音声は発さ
ないなど注意していく。課題２．に関しては、支援のやり方は変化させず、減らしてもできるようになってい
った。回数を重ねることで、見通しがもてるようになったことが要因と考える。
◎抽出児童に限らず、成功体験を重ね、自信をもってできるようになることが特に大切な集団である。今後の学
習も、他の単元、他の教科でも、やさしい課題から取組、児童自身が見通しをもち、自信がもてるまで一定の
回数を重ねて行うことが望ましいという結果が得られた。
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（５）中間報告会について（日時：平成２８年８月３１日（水）１３：３０～１５：３０講師：飯野順子氏）
上記（４）のように、各グループが活動分析表とまとめシートを作成し、授業改善を行ってきた。各グループの
取組を報告しあい、講師の飯野順子氏より助言をいただいた。
１．はじめに
１学期に行った授業について、活動分析表をもとに、授業改善の変遷、児童の様子の変化などを授業中のビデオを用
いて学部の全３グループから報告を行った。また今年度作成した『まとめシート』に、活動分析表には書ききれない具
体的な授業の変更点、児童の細かな変化の様子を記述式で確認できるようにした。この活動分析表とまとめシート２つ
の用紙を活用して行った授業改善を通じて見えてきたグループ全体での今後の課題や、他の教科について応用できる課
題について発表した。それに対し、飯野氏から講義していただき、今後の授業改善へ向けての指導・助言を学部全体で
共有した。
２．グループより報告 ～活動分析表を活用した授業改善について～

○教材の工夫・・・くまグループ
・少し頑張れば目標を達成できるように微調整を重ねた。あまりに簡単に達成できても、何度か頑張っても達成
できないのは課題に合っていない。今回で言えば教材の高さや、固定することで操作のしやすさに変化をつけ、
学習を積み重ねた。
○働きかけの統一、刺激の精選・・・ねこグループ
・特定の教師とはできる課題が、他の教師とはできないことがあった。言葉掛けや教材提示の仕方が異なると、
児童にとっては別な課題になる可能性もあるため、関わる人が変わっても、働きかけは統一することが大切。
・文字理解の重点を置いた課題に取り組む時、手掛かりになるような音声を発していたことで、文字を読み解く
以外で課題を達成できてしまった。何を身に付けさせたいかを念頭に注意して働き掛ける。
○他のつながりを大切に・・・アタックグループ
・本単元の取組に終始せず、日常生活や個別学習など、様々な授業にも同じ視点でのアプローチが重要だと分か
った。どのような力を身に付けさせたいかを、常に意識して取り組んでいくことが必要。さらに、その力を身
に付けるために小学部段階ではどこまで身に付けたいか視点を大切にしていく。
【深い学び】を達成するために ～アクティブラーニングの視点から～
・導入を大切にする・・・児童は授業に気持ちを向けているのに、導入の名前呼びやグループの歌で、その気持
ちをリセットしてしまうことが多い。授業に関わる道具を見る、メロディはそのまま
で歌詞に学習内容を入れるなど、導入も含めて本時の学習ができると良い。
・様々な対応の準備を・・・児童がつまづいた時、成功した時に学びのチャンスがある。その後にどうするか（どんな
言葉かけ、手立てを入れる、課題を変更する）まで準備して授業に入ることが大切。
３．今後の授業改善に向けて ～活動分析表の活用を基に～

・児童は多様。同じ児童でも昨日と今日とは違う。固定的に考えず、１人１人の幅に対応できる要素がある学習
を用意することが大切。そのために行動レベルで児童の実態を把握しておくことが重要になる。
・教員間の評価が異なる時、すり合わせのプロセス（何をもってそう判断したかなど）も残しておくことが重要。
また、教員間の一致点がないまま授業をしても良い。仮説を立てて授業で検証することで、更に児童の様子を良く見
ることにもつながる。
・他の教科、学習とのつながり、学部間の縦のつながりを意識して授業を組み立てていく。また、そのことが明

確になるように指導案に記述する。
・実態把握のため、GSH の活用は大切。更にその視点を活動分析表に生かすためには、児童の目標を活動レベル
で記述することで、細かく分けることが大切。
・講師からの上記の助言を念頭に授業改善をしていきたい。また、授業改善に役立てられるよう、活動分析表の項目や
活用方法についても検討を重ね、研究を継続していく。
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（６）２学期の研究の取組
研究対象グループのくまグループの生活単元学習「イルミネーションを見に行こう」を中心に、研究活動
を行った。活動分析表を用い、どのように授業改善を行ってきたか、参考として、以下のように一例を挙げ
る。
（以下、プレ公開研資料より）

生活単元学習「イルミネーションを見
に行こう」の授業を「活動分析表」を用
いながら授業改善を行った。
対象児童を２名に絞り、また、活動分
析項目を授業後半のイルミネーションを
点灯する部分に絞って分析を行った。

活動分析を行っていく中で、
「光が消え
たことに気付き、表情に変化がある」と
いう分析項目３に着目した。この項目は
児童に変化が見えづらかったため、どう
いったことがその原因なのか、グループ
教員間で分析を行った。

分析項目３が△である原因は「児童は
光が消えたことに気付いたのか、教師の
「消えたね」という言葉がけに気付いた
のか、はっきりしないということであっ
た。
そのため、
「消えたね」という言葉がけ
はせずに、光が消えたことに自分で気付
くように児童の表現を待つように改善し
た。

活動分析表を用いた授業改善の一例を上記のように述べた。活動分析表を用いることで、教員間で児童を見る
視点（評価の視点）が明確になったこと、それにともない、教員間で検討しやすくなったことが成果として挙げ
られた。
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（７）３学期の研究の取組
研究対象グループのくまグループの音楽「冬の音楽」を中心に、研究活動を行った。以下に、学習指導案
と活動分析表を掲載する。
①学習指導案
音楽 学習指導案
日 時 平成２９年２月１０日金曜日
１０時３５分～１１時２０分
場 所 小学部６年Ａ組 教室
対 象 Ａ部門小学部くまグループ計７名
授業者 内田 千晶（Ｔ１）
上田厚太郎（Ｔ２）
沼田 誠司（Ｔ３）
島本 恭子（Ｔ４）
杉本 紀子（Ｔ５・学校介護職員）
佐々木拓哉（Ｔ６・学校介護職員）

１ 単元名

「冬の音楽」

２ 単元の目標
・歌や楽器の音色を聴き、楽器の発する振動を感じ、心地よく受け止める。
・受け止めた感覚から感じたことを、表情や身振り、発声で表現する。
・楽器を自分の動きで鳴らしたり、鳴らそうとして身体を動かしたり表情を変えたりする。
３ 単元の評価規準
ア 関心・意欲・態度
単
元
の
評
価
規
準

① 歌や楽器の音色を受け
止めて聴く。
② 雪の傘や雪布等に気づ
いて見たり、楽器の方
へ顔や視線を向けたり
する。
③ 楽器を自分で鳴らした
り、鳴らそうとして表
情を変えたりする。

イ 思考・判断、表現

ウ 技能

エ 知識・理解

① 歌や楽器の音色を聴 ① 歌や楽器の音色を受 ① 傘が出てきて動いた
いたり場面を感じた
け止め聴いて、自分か
り楽器が渡されたり
りして、表情や身振
ら身体を動かしたり
することを期待して
り、発声等で、目の前
表情を変えたりする。
見る。
の教師に楽しい気持 ② 雪の傘や雪布、提示さ ② 楽器を動かすと音が
ちを伝えようとする。
れた楽器に気づく。
することに気づき、身
② 楽器を自分の動きで ③ 動く傘を追視したり
体を動かしたりして
鳴らしたり、鳴らそう
提示された楽器を見
鳴らそうとする。
として身体を動かし
たりする。
たり表情を変えたり
する。
③ やりたい気持ちを表
現する。

４ 児童の実態と単元設定の理由（指導観）
（１）単元観
音楽の実態として、特別支援学校学習指導要領各教科小学部音楽の内容の１、２段階の実態の児童が在籍し
ている。そこで、音楽では、１段階「
（１）音楽が流れている中で体を動かして楽しむ。
」
「
（２）音の出るおも
ちゃで遊んだり、扱いやすい打楽器などでいろいろな音を鳴らしたりして楽しむ。
」２段階「
（１）好きな音や
音楽を楽しむ。
」をねらいの中心として位置付けた。歌や楽器の音色を聴いたり自分で楽器を鳴らしたりという
活動を通して、その音を受け止めたり、音を聴いて感じた感情を自分なりの方法で表出したりすることをねら
いとしていく。そのように自分の気持ちを表出することを通して、周りの人とも楽しさを共有することができ
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る。また音楽とともに動いて活動することで、心地よさや楽しさを感じることができると考えた。
（２）児童観
ア 児童の実態
本学習グループは、２年生１名、３年生２名、４年生１名、６年生３名の計７名で構成されており、自立活動
を主とする教育課程で学んでいる。そのうち１名は訪問籍でスクーリングとして授業を受けている。
健康面では、医療的ケアが必要な児童から、体調が安定している児童まで実態には大きな幅がある。手の操作
性は、
物に手を伸ばしてつかんだり放したりできる児童から、
物に触れる、手を伸ばすことが難しい児童もいる。
視覚は、離れた場所でも追視ができる児童から、提示された物に気づくのに時間がかかる児童もいる。聴覚は、
きわめて良好な児童から、難聴の児童、聞こえているかどうかの判断が難しい児童もいる。認識・コミュニケー
ションは、揺さぶり等の働きかけに対して心地よさを表現することが課題の児童から、選択での要求表出が課題
の児童まで、実態は幅広い。本単元では、やさしい歌や心地よい音色、集団で動く活動を中心に、教師の働きか
けに応じて、心地よい気持ちや楽しさを発声や身体の動き、表情等の自分なりの方法で表現する力を高めていき
たいと考える。
イ 学習習得状況把握表（GSH）における児童の実態 ＊訪問生以外の６名

A

B

C

D

E

F

ウ 上記ア、イを踏まえた本単元の課題
「安定した注意反応」
「働きかけを快とした受容」といった上位項目を達成できていない児童がいる。
よってこれらを基礎課題とする。静かな中で歌や楽器の音色に気づき、快の状態を受け入れられるようにす
る。その上で、
「期待反応の表出」
「視覚シンボルの理解」
「大人への積極性」といった途上の課題に取り組む。
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（３）教材観
『雪のおどり』は静かな曲調であるが、
「こんこん」
「ずんずん」等の擬音の表現が工夫されている。
「ふれふ
れ」の歌詞は８分音符と４分音符で歌う変化があり、音の高さにも変化がある。この単元では輪唱で歌うこと
によって雪の降り積もる様子を表し、日常耳にする歌とは違う雰囲気を感じ取ることができる。また視覚教材
を取り入れることができ、より興味をもったり見る力を引き出したりすることができる。静かな雰囲気の中で
集中して聴いたり見たりすることができる。
『そりすべり』は明るい曲調で、スタッカートにより軽快でリズ
ムを伝えやすい。楽器や雪棒を取り入れて曲調を感じながら表現できる。また車椅子で動くことにより友達を
意識し、雰囲気を盛り上げることができる。楽器は手に持てるもの、音色のやさしいもの、少し手が触れれば
鳴るものを選んだ。急な音に驚いてしまう児童がいるので、音の出だし、間、余韻を大切にしながら授業を進
めることが必要である。
以上の理由から、本単元を設定した。
５ 年間指導計画における位置付け
本学習グループの音楽では、年間を通して「音楽に合わせて声を出したり身体を動かしたりして、自分らしく音
楽を表現する力をつける」
「様々な音や音楽への興味・関心を広げる」
「友達や教師と一緒に音楽的活動を行うこと
によって、気持ちを共感しあう力を高め、社会性を培う」ことを主なねらいとして学習を進めている。生活年齢や
発達課題、興味・関心等に配慮しながら、題材を選定し学習を進めている。
６ 単元の指導計画（１０時間扱い）
学習内容

目標・ねらい

学習活動に即した
具体的な評価規準・評価方法（ ）

第１～５時
・歌を聴いたり雪の傘の方へ顔や目を
向けたりする。

・歌に興味をもち聴いたり、雪の傘を
見たりする。

アー①②、ウー①②③：興味をもって
歌を聴いたり雪の傘の方へ顔や目を
向けたりしている。
（視線、表情、身
体の動き、発声等の観察）
イー②：楽器を自分の動きで鳴らした
り鳴らそうとする気持ちを伝えたり
する。

・身体を動かして楽器を鳴らしたり
・楽器に慣れて身体を動かして鳴らそ
表情や身体の動きで鳴らそうとする うとしたり鳴らそうとする気持ちを
気持ちを伝えたりする。
伝えたりする。
・曲の雰囲気を感じて雪棒を動かした
り鳴らしたりする。

・曲の雰囲気を感じ、楽しい気持ちを
自分なりの方法で表現する。

イー①：曲の雰囲気を感じた気持ち
を、声を出したり、笑顔になったりし
て表現している。
（視線、表情、身体
の動き、発声等の動き）

第６～１０時
・歌を聴いたり雪の傘の方へ顔や目を
向けたりする。

・歌や雪の傘に慣れて、安心して聴い
たり笑顔になったりする。

アー①②、ウー①③：興味をもって歌
を聴いたり雪の傘の方へ顔や目を向
けたりしている。
（視線、表情、身体
の動き、発声等の観察）
イー②：楽器を自分の動きで鳴らした
り鳴らそうとする気持ちを伝えたり
する。

・身体を動かして楽器を鳴らしたり
・楽器に慣れて身体を動かして鳴らし
表情や身体の動きで鳴らそうとする たり鳴らそうとする気持ちを伝えた
気持ちを伝えたりする。
りする。
・楽しい気持ちになり、雪棒を動かし
たり鳴らしたりする。

・曲や集団で活動する雰囲気を感じ、 イー①：曲の雰囲気を感じた気持ち
楽しい気持ちを自分なりの方法で表 を、声を出したり、笑顔になったりし
現する。
て表現している。
（視線、表情、身体
の動き、発声等の動き）
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７

単元に関する個々の生徒の実態と目標
実態

Ａ

Ｂ

目標

指導の手立て

<視覚>
斜視はあるが、比較的良好である。注視、追視と ・歌唱やグロッケンの演奏が始
もに可能である。提示されたものに対して、興味が まることが分かり、期待して表
あればしっかり見ることができる。
現する。
<聴覚>
極めて良好である。大きな音への過敏はなく、小
さな音も気付き、注意して聴くことができる。和音 ・マラカスなどの楽器を持ち、
や楽器の音などの美しい音色が好きで、期待して笑 曲想を感じながら、自分で音を
顔になることも多い。
鳴らすことができる。
<コミュニケーション>
やりたい玩具を教職員に持ってきて、
「やって」 ・集団の雰囲気を感じながら、
と意思を伝えたり、２つの玩具からからやりたい玩 楽しい気持ちを表現する。
具を選んだりすることができる。嬉しい気持ちや楽
しい気持ちは、笑顔や発声、身振りで伝える。発語
で伝えることや、具体的な問いかけの内容を理解し
て答えることは難しい。
<身体の動き>
興味ある物に対しては、つかんだり放したりする
ことができる。楽器に触れることはできるが、楽器
を握って振って鳴らしたり、バチなどの道具を使っ
て持続的に音を鳴らしたりすることは難しい。

・歌唱する前に十分「間」
をおいたり、演奏前はし
っかり楽器を提示したり
するなどして、次の活動
への見通しがもてる環境
を整える。

<視覚>
提示物などによく気づき、見る。注視、追視できる。
<聴覚>
よく聞こえている。声掛けに顔を向けたり笑顔にな
ったりする。
<コミュニケーション>
呼名では少し時間がかかるが、笑顔になったり手を
上げたりする。もっとやってほしい気持ちや嫌な時
には発声と表情、視線などで表現する。
<身体の動き>
色々なものに興味を持ち、手を伸ばして触れようと
する。手を伸ばして画面が変化するタブレットなど
では、よく見て手を伸ばし意欲的に操作しようとす
る。

・見たり聞いたりした後
に気持ちを表現できるよ
うに少し間をとり待つよ
うにする。

・グロッケンの音や輪唱の歌声
を心地よく感じ、笑顔や発声で
表現する。

・楽器は持ちやすい形状
のものを使い、本人が好
きな音色のものを用い
る。
・友達や教職員を意識で
きるように、雪棒を用い
て、本人の興味がもちや
すいようにする。

・マラカスなど、自分で持てる
楽器を自分で振って鳴らそう
とする。

・自分で振ることで楽器
が鳴るように、楽器の種
類や持ち方等を工夫す
・雪の傘や雪布に気づき、追視、 る。
注視する。
・リズムや曲想の違いを
・繰り返される擬音に気づき、 感じられるように、わか
期待する気持を発声や表情で りやすく聞かせたり、提
表現する。
示したりする。

８ 本時（全１０時間中の１０時間目）
（１）本時のねらい
・歌や楽器の音色を聴いたり雪の傘を見たり感じたりして心地よく受け止め、感じた気持ちを表情や身体の動
き等で表現する。
・楽器を自分の動きで鳴らしたり、鳴らそうとして身体を動かしたり表情を変えたりする。
・曲や集団で活動する雰囲気を感じ、楽しい気持ちを表情や笑顔、身体の動き等で表現する。
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（２）本時の展開
主な学習と活動内容

指導上の留意点と配慮事項
全体

個別（Ａ、Ｂ）

・落ち着いて目の前
の教師に気持ちを向
けているか。
・歌を聴いたり、前
に出て歌う教師を見
たりしたときに、表
情の変化が見られる
か。

・目の前の教師に顔
や目を向けている
か。
・歌を聴いたり、教
師を見たりしたとき
に、笑顔や発声、身
体の動きが見られる
か。

導
入
５
分

・くまグループの歌を歌
う。

展
開
①
２
０
分

・
『雪のおどり』をグロ
ッケンの音色で聴く。
（活動分析項目①）

・弾き出しと終わりの静寂を大切にす ・音色を聴いたとき、 ・音色を聴いたとき、
る。
集中したり表情を変 集中して聴いている
えたりしているか。 か。

・
『雪のおどり』を独唱
や斉唱、輪唱で聴く。
（活動分析項目②）

・歌い出しと余韻を大切にする。

・
『ハローハロー』を歌
い音楽が始まることを
知る。

・心身ともに落ち着いた状態で学習に迎
えるように、楽しい雰囲気を大切にす
る。
・和音を響かせて歌う。歌い出しと余韻
を大切にする。

具体的な評価内容

・雪の傘を見て味わう。 ・雪の雰囲気を感じられるように動か
（活動分析項目③④）
す。

・歌を聴いたとき、
集中したり表情を変
えたりしているか。
・目を向けたり身体
を動かしたり表情を
変えたりしている
か。

・歌を聴いたとき、
集中して聴いている
か。
・目を向けたり手を
動かしたりしている
か。

・
「こんこん」
「ずんずん」 ・集中して聴けるように環境を整える。 ・擬音やマラカスの ・擬音やマラカスの
の擬音とマラカスを交
音を聴いたとき、集 音を聴いたとき、集
互に聴く。
中したり表情を変え 中 し て 聴 い て い る
（活動分析項目⑤）
たりしているか。
か。
・
『雪のおどり』の雰囲 ・持ちやすく少しの動きで鳴りやすいよ ・マラカスを動かし ・
『雪のおどり』を感
気を感じてマラカスを うに工夫する。
たり動かそうとして じてマラカスを動か
鳴らす。
表情を変えたりして しているか。
（活動分析項目⑥⑦）
いるか。
・雪の雰囲気を感じられるように動か ・目を向けたり身体 ・目を向けたり手を
・雪布が動くのを見たり す。
を動かしたり表情を 動かしたりしている
雰囲気を感じたりする。
変 え た り し て い る か。
（活動分析項目⑨）
か。
展
開
②
１
５
分

・鈴の音色を聴く。

・音のする方向を工夫する。間を取って ・音色を聴いたとき、 ・音色を聴いたとき、
児童の表情を受け止める。
集中したり表情を変 集中して聴いている
えたりしているか。 か。

・動きながら教員が歌う
『そりすべり』を聴く。
・足を上下に動かしてリ
ズミカルな曲の雰囲気
を感じる。
・曲の雰囲気を感じて雪
棒を動かす。

・楽しみながら歌う。

・雪棒を持って車いすで

・受け止められる動きを楽しく伝えてい
く。
・楽しい雰囲気の中で雪棒を渡してい
く。歌いかけたりリズムを伝えたりして
雪棒を動かしたり鳴らしたりできるよ
うにする。
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・歌を聴いたり動き
を感じたりしている
か。
・体の動きを感じて
楽しい雰囲気を感じ
ているか。
・楽しい雰囲気を感
じて楽器を鳴らそう
としているか。

・歌を聴いたり動き
を見たりしている
か。
リズムを感じて楽し
い雰囲気を感じてい
るか。
・リズムを感じて楽
器を鳴らそうとして
いるか。

ま
と
め
３
分

移動しながら曲の雰囲 ・楽しい雰囲気を盛り上げる。
気を感じる。
・友達を意識する。友だ
ちと会ったら「ハロー」 ・集団で活動する雰囲気を大切にする。
と言う。

・雪棒を動かしたり
集団で活動する雰囲
気を感じたりしてい
るか。

・雪棒を動かしたり
集団で活動する雰囲
気を感じたりして笑
顔や発声があるか。

・本時の学習を振り返
る。

・笑顔や発声、身体
の動きで気持ちを表
現しているか。
・目の前の教師を感
じたり歌声を聴いた
りしているか。

・笑顔や発声、身体
の動きで気持ちを表
現しているか。
・目の前の教師に目
を向けたり歌声を聴
いたりしているか。

・
『さよなら』を聴いた
り歌ったりする。
・終わりの挨拶

・皆のがんばりを認め賞賛することで、
達成感を児童本人が味わえるようにす
る。
・一人一人のそばで歌声を届ける。

（３）配置図

Ｔ１
Ｇ
Ｔ４
４４

Ｃ
Ｅ
Ｔ３

Ｄ

Ａ
Ｔ６

Ｆ

Ｂ

Ｔ２

Ｔ５

（４）授業参観の視点
・児童が心地よく受け止められるように、歌や楽器の音色を届けられたか。
・実態に応じた教材や教室環境設定、指導方法であったか。
・児童の表出を受け止め、児童が意欲的に表現しようとする働き掛けを行えたか。
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②音楽「冬の音楽」活動分析表
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③３学期の研究の取組について
研究対象グループのくまグループの音楽「冬の音楽」を中心に、研究活動を行った。活動分析表を用い、
どのように授業改善を行ってきたか、参考として、以下のように一例を挙げる。
（以下、公開研資料より）

音楽「冬の音楽」の授業を「活動分析
表」を用いながら授業改善を行った。
対象児童を２名に絞り、また、活動分
析項目を授業前半「雪のおどり」場面に
絞って分析を行った。

活動分析を行っていく中で、
「歌の重な
りに気付き、表情に変化がある」という
分析項目２に着目した。この項目は児童
の表情の変化をどうとらえたら良いか評
価しにくい分析項目であった。
どのように評価したら良いか、グルー
プ教員間で分析を行った。

分析項目２について評価しづらかった
ため、
「女声、男声、輪唱と替わるときに
どのように児童の様子が変化したか？」
「どの位の確率で変化があるか？」
「変化
したのはどのタイミングなのか」など、共
通の見方で一定回数観察することにした。
共通の視点で７回よく観察すると、笑顔
になる、身体に力が入る、伸び上がる、声
を出すなど、女声、男声、輪唱と替わるタ
イミングで変化があることが分かった。
声
質の変化や声の重なり（輪唱）に気付いて
いるのではないか、と評価した。

以上はあくまでも授業改善の一例であるが、学部研を通じて、分析項目に沿ってＡ小全体で授業改善の検
討を行った。
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２ 研究のまとめ
研究対象グループを「くまグループ」と設定し、また、活動分析項目と、対象児童を絞り（明確化し）
、研
究活動を行ってきた。以下に今年度の研究を通しての成果と課題をまとめる。
（以下、公開研資料より）

研究活動を通して明らかになってきた成果
としては、①他の学習場面でも具体的な評価規
準を考え、評価し、授業改善を行う習慣がつい
たこと、②対象児童と対象場面、分析項目を明
確化、焦点化することで、課題を考えやすくな
ったこと、③具体的に言語化し、分析項目を明
確化することで、評価の視点がはっきりし、Ｍ
Ｔ、ＳＴ含め、授業の大事なポイントが明確に
なったことが挙げられた。
また、④具体的な評価規準を言語化する作業
が、以前は大変な面もあったが、慣れてくるこ
とである程度、どの教科でもおおよそパターン
化できることも見えてきた。どの授業の障害の
重い児童にとっては大切な点は大きく変わら
ないことが分かる。

今後の課題としては、次のような点が挙げら
れた。
①児童の実態に差がある学習集団での活動分析
表の作成について。
②児童の内面（情動面など）
、記号や文章で表現
しにくいような点の評価方法について。
③自ら学ぶ姿勢を育成する授業改善の論点整理
について。
以上のような点を踏まえながら、児童生徒の自
ら学ぶ姿勢の育成を目指した授業作りを行って
行きたい。

＜宮島伸行＞
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Ａ部門
１

中学部

研究テーマ

「生徒理解をより深めた活動分析表の作成・活用による授業づくり（活動分析表を取り入れた指導案の作成）」

２

研究テーマの設定理由と研究の経過

今年度のＡ部門全体の研究テーマに沿う形で、学部の研究テーマを上記のように設定した。全校で統一して、
活動分析を活かした指導と評価の研究を通して「児童・生徒の自ら学ぶ姿勢の育成を目指した授業作り」をテー
マに３年計画で研究活動を進めることになっており、今年度はその１年目となる。Ａ部門全体としても「適切な
児童・生徒理解に基づく授業づくり～活動分析を活かした指導と評価の研究を通して～」を共通テーマにした。
今年度については、特に「活動分析表の作成と活用、指導と評価の研究」をテーマに研究を進めることになり、
A 部門の中学部としては実態把握に基づく活動分析表の作成、それを活用した指導案の作成と評価に取り組むこ
ととした。

３

研究方法

上記のテーマに沿って研究を進めるにあたり、まず対象グループについては３年間同一のグループ（自立活動
を主とする教育課程）にすることを確認した。そして、今年度の指定授業は「生活単元学習」で行うこととした。
ただし、研究テーマの趣旨を踏まえ、活動分析表フォーマットの作成・改善は全教科で行っていくことにした。
また、活動分析表の作成と、それを活用した指導と評価の具体的な進め方を以下のように計画した。
（１）活動分析表の作成は、研究成果を分かりやすくするため４人を抽出（年間を通して各教科で統一）
（２）学部研にてフォーマットの検討
（３）学習習得状況把握表（ＧＳＨ）の活用
（４）活動分析表を含めた学習指導案の作成
（５）授業実施後に学部研にて検討
（６）改善した書式を用いた授業の実践と協議
研究の助言者として、Ａ部門小学部と共同で飯野順子氏（特定非営利活動法人地域ケアさぽーと研究所理事長）
に御指導いただくこととした。
＜研究の流れ（※年度当初に立てた計画）＞
学部研日程

検討事項・内容等

４／２５（火）

・学校全体の研究テーマ及びＡ部門、各学部の研究テーマ提案
・研究の流れ３点（①３年計画で対象グループを決定②通年で１つのＧ継続③研究授業の
教科は対象グループ内で検討）確認

５／２０（金）

・各グループでの授業改善に向けた検討または学部全体で研究指定授業協議会
○研究の内容と、学部テーマの決定

６／

・各グループでの授業改善に向けた検討または学部全体で研究指定授業協議会

８（水）

７／２０（水）

・中間報告会に向けて、各グループでの検討または研究指定授業協議会
○授業改善から見えてきたものをまとめ、学部内で発表する

８／３１（水）

・中間報告会。各学部で指定授業の報告、協議等
○授業改善のこの時点でのまとめと今後に向けて（テーマ及び小テーマに関連させて）
助言者 飯野順子氏（特定非営利活動法人地域ケアさぽーと研究所理事長）

９／２０（火）

・中間報告会を受けて、各グループでの検討または研究指定授業協議会

１０／１７（月）

・各グループでの授業改善に向けた検討または学部全体で研究指定授業協議会
※事前（１０／６）に助言者（飯野順子氏）の授業観察

１２／

・プレ公開研・公開研に向けて各Ｇでの検討または研究指定授業協議会
○授業改善における成果と課題をまとめる

９（金）
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１／６（金）

・プレ公開研。Ａ部門全体で指定授業の報告、協議等
○授業改善のまとめと発表内容について

１／１６（月）

公開研に向けて各Ｇでの検討または研究指定授業協議会
○授業改善における成果と課題を、活動分析表を活用してまとめる

２／１０（金）

・公開研究協議会
○１年間の授業改善についてのまとめと明らかになったことについて発表
助言者 飯野順子氏（特定非営利活動法人地域ケアさぽーと研究所理事長）

公開研以降

４

・まとめと今後に向けて学部研で検討

研究内容と経過

（１）「美術」の研究授業（６月）にて活動分析表を作成
６月に行った「美術」の研究授業の指導案に活動分析表を取り入れた。活動分析表では個別の活動目標を段階
的に示し、各生徒がどの段階で活動できたかを授業者が評価できるようにした。
○導入
・始まりの挨拶
・色の学習と色
の選択
・始まりの歌
「どんな色がす
き」
・学習内容の確
認
○展開
・自分が作った
フェルト飾り
を確認する。
・ケーキボック
スのふたに飾
りをレイアウ
トする。

全体目標

生徒Ｂ

生徒Ｃ

生徒Ｄ

生徒Ｆ

・色見本カード
に注目する。
・色見本カード
を見て、色を
意識する。
・色見本カード
を意識しなが
ら歌を聞いた
り、歌ったり
する。

①色見本カード
に注目する。
②色見本カード
に気付き、一
瞬見る。
③提示されたこ
とに気付く
が、見えてい
ない。

①色見本カード
の色の名前を
意識し、名前
の語尾を一緒
に発声する。
②色見本カード
を追視する。

①色見本カード
に気付き、一
瞬見る。
②色見本カード
に注目する。

①色見本カード
の色の名前を
意識し、名前
の語尾を一緒
に発声する。
②色見本カード
の変化を楽し
み、追視する。

・ケーキボック
スのふたを意
識し、手元を
見てボトルを
持ちボンドを
絞り出す。

①教師と一緒に
ボトルを持つ
ことに気付
き、手を動か
すことを受け
入れる。

①ケーキボック
スにボンドを
塗ることが分
かり、手元を
時々見ながら
ボトルを持ち
ボンドを絞り
出す。
②ケーキボック
スにボンドを
塗ることが分
かり、自分か
ら手元を見て
ボトルを持ち
ボンドを絞り
出す。

①ケーキボック
スに塗ること
を意識して、
体の前でボト
ルに手を添え
てボンドを絞
り出す。
②教師と一緒に
ボトルを持ち
ボンドを絞り
出す。
③緊張のため手
を動かすこと
ができない。

①ケーキボック
スにボンドを
塗ることが分
かり、自分か
らボトルを持
ちボンドを絞
り出す。
②ケーキボック
スにボンドを
塗ることを意
識し、ケーキ
ボックスの周
辺でボンドを
絞り出す。

（２）７月の研究授業
上記の「美術」の研究授業後の部内での検討の際、Ａ部門でアセスメントに活用している「学習習得状況把握
表」（ＧＳＨ）による評価を活動分析表の中に組み込んでみてはどうかとの意見が出され、７月に行った「音楽」
と「生活単元学習」
（指定授業）の研究授業における活動分析表には、各生徒の学習習得状況把握表（ＧＳＨ）に
よる評価結果を踏まえて、対応する項目を記載するようにした。
以下に各生徒の学習取得状況把握表によるアセスメント結果と、７月に行われた「音楽」と「生活単元学習」
の研究授業指導案における活動分析表を示す。
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①

抽出４名の学習習得状況把握表（ＧＳＨ）アセスメント結果

生徒Ｂ

生徒Ｃ

生徒Ｄ
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生徒Ｆ

②「音楽」の研究授業（７月）における活動分析表
抽出生徒４名の個別の活動目標を段階的に示した。
結果を対応させた。

は学習習得状況把握表（ＧＳＨ）のアセスメント

展開（活動内容）

全体目標

生徒Ｂ

生徒Ｃ

生徒Ｄ

生徒Ｆ

・発声・掛け合
い「かくれん
ぼ」

・掛け合いのタ
イミングを理
解して、発声
またはその他
の表現ができ
るようにす
る。
・声の質「優し
い声」など、
意識して出
す。
・友達の発表を
見て、みんな
で評価するこ
とで、達成感
を持つ。

①ＭＴに意識を
向け、タイミ
ングよく口元
を動かす。
安定した注意
反応
②ＭＴに集中し
ていない。
③その他（寝て
いるなど）

①ＭＴに視線を
向け、タイミ
ングよく声を
出す。
期待反応の表
出
②タイミングは
理解している
が、表出が出
ない。
③ＭＴに集中し
ていない。
④その他

①ＭＴに意識を
向け、タイミ
ングよく声を
出す。
安定した注意
反応
②タイミングは
理解している
が、表出が出
ない。
③ＭＴに集中し
ていない。
④その他

①ＭＴに視線を
向け、タイミ
ングよく声の
質（優しい声）
を意識して出
す。
働きかけを快
として受容
②タイミングは
理解している
が、声の質（優
しい声）を意
識して出して
いない。
③タイミングは
理解している
が、表出がで
ない。
④ＭＴに集中し
ていない。

・合奏
「カルメン」

・練習してきた
楽器を目標に
向けて発表す
ることができ
たか。
・鳴らし方など
考え、工夫し
て音を鳴らす

①鉄琴を意識し
時節鉄琴を見
てＳＴと一緒
に鳴らす。
働きかけを快
として受容
②鉄琴への意識
が感じられな

①ギターを意識
し、時節ギタ
ーに視線を向
けて自分で鳴
らす。
安定した注意
反応
②ギターへの意

①指揮者の役割
（スタート）
を意識し、ス
イッチや鈴を
自分で鳴ら
す。
安定した注意
反応

①太鼓を鳴ら
し、ＳＴから
の「休憩」の
声掛けで音を
止める。
働きかけを快
として受容
②太鼓を鳴らす
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ことができた
か。
・音を鳴らすタ
イミングや音
の大小を意識
して演奏する
ことができた
か。

い。
③その他（寝て
いるなど）

識は感じられ
るが、自分で
鳴らさない。
③ギターへの意
識が感じられ
ない（ギター
に手を伸ばさ
ない）。

働きかけを快
として受容
②意識はしてい
るが、スイッ
チや鈴を鳴ら
すことができ
ない。
③スイッチや鈴
への意識が感
じられない。

ことはできる
が、「休憩」
の声掛けで音
を止めること
ができない。
③太鼓への意識
が感じられな
い。

③「生活単元学習」の研究授業（７月）における活動分析表
抽出生徒４名の個別の活動目標を段階的に示した。
結果を対応させた。
展開（活動内容）

は学習習得状況把握表（ＧＳＨ）のアセスメント

全体目標

生徒Ｂ

生徒Ｃ

○役割確認

・自分の役割が
わかり、係の
名前や支援具
に気付いて応
答することが
できる。

①Ｔ１に意識を
向け、タイミ
ングよく口元
を動かす。
安定した注意
反応
②Ｔ１に注目し
ているが、反
応はない。
③その他（寝て
いる等）

①Ｔ１に視線を
向け、タイミ
ングよく「は
い」「ん」等
の声を出す。
音声単語の初
期理解
視覚シンボル
の初期理解
②タイミングは
理解している
が、表出が出
ない。
③その他（Ｔ２
に視線を向け
る等）

①Ｔ１に意識を ①Ｔ１に視線を
向け、タイミ
向け、タイミ
ングよく声を
ングよく「は
出す。または、
ーい」と発声
笑顔になる。
する。
働きかけを快
音声単語の理
として受容
解
②タイミングは ②タイミングは
理解している
理解している
が、表出が出
が、Ｔ１を見
ない。
ようとせず、
③その他（緊張
表出が出な
が強く、授業
い。
に集中できな ③その他
い等）

○各係活動報告
・自分の報告

・日頃行ってい
る活動を、い
つも通り実演
することがで
きる。

①音楽に合わせ
て口元を動か
している。
働きかけを快
として受容
②音楽は聞いて
いるが、口元
は動かない。
③その他（寝て
いる等）

①スイッチを最
後（「以上で
す」）まで押
す。
安定した注意
反応
②スイッチへの
集中力が途切
れ、スーパー
トーカーを直
接押す。また
は、活動を止
めてしまう。
③支援具に手が
伸びない。
④その他（Ｔ２
に視線を向け
る等）

①支援具を左手
に握り、苺（視
覚シンボル）
に注目しなが
ら腕を動か
す。
働きかけを快
として受容
視覚シンボル
の初期理解
②支援具を握る
が、苺（視覚
シンボル）に
注目しない。
③支援具を握ら
ない。
④その他（緊
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生徒Ｄ

生徒Ｆ

①Ｔ６の掛け声
に合わせ、ゴ
ミ箱を叩く。
働きかけを快
として受容
大人への積極
性
②Ｔ６の掛け声
には反応する
が、手は伸び
ない。
③Ｔ６に意識が
向いていな
い。
④その他（情緒
不安定になり
不快な声を出
す等）

・友達の報告

・友達の係活動
の報告をよく
見る・聞くこ
とで友達への
意識を向ける
ことができ
る。

①発表している
友達の方を注
視し、発表に
対して口元を
動かして反応
している。
安定した注意
反応
②発表している
友達の方を見
ているが、反
応はない。
③その他（寝て
いる等）

①発表している
友達の方を注
視し、発表に
対して声が出
たり、身体表
現をしたり等
の反応をして
いる。
安定した注意
反応
期待反応の表
出
②発表している
友達の方を注
視している
が、反応はな
い。
③その他（Ｔ２
に視線を向け
る等）

①発表している
友達の方を注
視し、発表に
対して声が出
たり、笑顔に
なったりする
等の反応をし
ている。
安定した注意
反応
②発表している
友達の方を見
ているが、反
応はない。
③その他（緊張
が強く参加で
きないなど）

①発表している
友達の方を注
視し、発表に
対して「すご~
い」等の発言
を行い反応し
ている。
働きかけを快
として受容
②発表している
友達の方を見
ているが、反
応はない。
③その他（寝て
いる等）

（３）活動分析表を取り入れたことでの成果と課題
８月の中間報告会に向け、上記の各研究授業で活動分析表を取り入れたことによる成果と課題を整理した。

①

活動分析表を取り入れたことによる成果

＊「この視点で見てください」と ST に伝えることができたのがよかった。
＊活動分析表を作成することで新たな生徒理解への気付きができた。
＊生徒一人一人の手立ての整理ができた。
＊より良い学習環境作りができた。

②

活動分析表の活用にあたっての課題

＊GSH の活用は認識面のみにとどまってしまった。（コミュニケーションのみで評価を行っているので）
⇒「認知面」や「コミュニケーション」だけでなく、「運動性」や「操作性」なども活動分析を行っていく。
＊評価についての共通理解と、それを授業改善につなげる検討を十分に行えなかった。
⇒研究授業をビデオで撮影して振り返る。
⇒次の授業に向けて手立てや環境等を改善していく。

（４）助言者（飯野順子氏）による授業観察
１０月に助言者の飯野順子氏（特定非営利活動法人地域ケアさぽーと研究所理事長）に御来校いただき、授業
観察をしていただいた上で御助言を賜った。日程の都合もあり指定授業の生活単元学習そのものを見ていただく
ことはできなかったが、指定授業のテーマである「係活動」が具体的に展開されている「日常生活」と「朝の会」
の様子を観察していただいた。

＜各生徒の係活動（前期）内容＞
生徒

係活動

※後期は係活動の活動報告を行った後、興味のある係を再度検討する。
活動時間帯
活動内容

Ａ

放送係

１時間目

・パソコン室から PC ラックを押し、教室まで持っていく。

Ｂ

忘れ物チェック係

６時間目
下校時

・「忘れ物チェックの歌」の終わりにＶＯＣＡを押し、コメント（○
○も忘れずにね）を発表する。

Ｃ

給食発表係

1 時間目

・給食のメニューを担任と共に VOCA に入れる。
・グループ朝の会で VOCA を押し、メニューを伝える。

Ｄ

エコ係

１－６時間

・教室の照明の点灯、消灯を行う。
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Ｅ

カウントダウン係

１時間目

・学部、学年行事、イベントまでの日めくりを行う。

Ｆ

ゴミ捨て係

６時間目

・各教室のごみを集ゴミ袋に入れる。
・ゴミ袋を結ぶ・集積箱に入れる。

Ｇ

保健係

Ｈ

給食下膳係

４時間目

・給食ワゴンを２階から１階の給食室まで運ぶ。

Ｉ

天気・日付係

１時間目

・日付、天気のボードに今日の様子を付け替える（布製）
・１－６時間の授業予定を貼りかえる。（マグネットボード）

１－６時間

＜係活動（前期）の活動分析表＞
Ｂ

忘れ物チェック係

①
□音楽の開始で表情・動作
が変化する。
□音楽に合わせて口を動
かしている。
※忘れ物チェックの歌が
始まった
※自分に関りがある歌と
意識する
働きかけを快として受容
□音楽が終わり、声をかけ
ると VOCA を押そうと気
持ちを向け、対象を見る動
きがある。
②
□音楽を聴いている様子
は見られる。
□動作の変化なし。
③その他（覚醒の状態）
④参考となる記述
気持ちが向いていない
と VOCA の声に驚いてし
まう（小発作）。

Ｃ

・健康観察の物品を持って保健室に渡す。
・「ありがとう」等の応答に視線を合わせる。

※抽出４名のみ抜粋
給食発表係

①
□担任のメニュー発表を
注意して聞く。
音声言語の初期理解
□品目を意識し、終わりの
「以上です」までをリハー
サルで押す。
視覚シンボルの初期理解
安定した注意反応
□朝の会で「給食発表で
す」の声で自分の役割を理
解し、担任とアイコンタク
トをとる。
音声言語の初期理解
□スイッチを最後まで押
す。
安定した注意反応

Ｄ

エコ係

①
□対象となる教室の照明
を意識し、消すことをアイ
コンタクト、発声で表す。
音声言語の初期理解
□支援具を左手で握り、苺
の視覚シンボル を注視
して腕を動かす。
視覚シンボルの初期理解
②
□支援具を握るが、苺（視
覚シンボル）に注目しな
い。
③
□支援具を握らない。

Ｆ

ゴミ捨て係

①
□示されたゴミ箱の底を
叩く動きでごみを袋に入
れる。
□「とんとん」等、言葉で
自分の動作を反復する。
働きかけを快として受容
大人への積極性
②
□声かけに視線を向ける
が手を伸ばさない。
③
□担任に注意を向けてい
ない。
④参考になる記述

②
□発表時に集中力が途切
れ VOCA を直接押す。
□「以上です」まで押さな
い。

④参考となる記述
緊張が強い場合には活
動を中止する。また本人が
達成感を感じられるよう
に環境や身体の状態に配
慮し行う。

③
□VOCA を押そうとしな
い。
④参考となる記述

授業観察後、飯野氏からは以下のような御助言を賜った。

①

全般において

・「朝の会」がテーマになっていること自体が面白い。
・個別での「係活動」があって、それが「朝の会」につながっていくことに発展性を感じる。

②

活動分析表とＧＳＨ（学習取得状況把握表）について

・ＧＳＨは共通言語のような役割がある。
・イメージの共有がＧＳＨをもとにできるのではないか。
・具体的に教員とのこのような場面で見られる など、具体項目と連動させた方が分かりやすい。
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・どのような言葉掛けかなども、具体項目にするとよい。

③

個別と集団に関して

・係活動は個別で行っているが、それを朝の会（集団）で発表するなどのステージを作ってはどうか。
・そして、「朝の会」についての分析表を新たに作成する。
・個別の視点から生徒が集団に目を向ける、その中にも達成目標がある。

④

係活動の観察の中から

・例えば、ＰＣワゴンを運んできたことを朝の会など「集団」で発表し評価することも大事。
・また、運んだものが何か、次の段階としてシンボル（ＰＣのカード）を使用するなどの工夫が理解力を向上
させる。

（５）中間報告会及び飯野氏の助言を受けて
中間報告会と助言者（飯野順子氏）授業観察による助言を受け、その後の部研にて今後の進め方について協議
し、以下のことを確認した。

①「活動分析表」について
・基本的な形式（書式）は現在のものをベースにする。
・評価項目を再検討し、より具体的なものにする。
・評価項目以外に備考欄を設け、環境設定や教師の関わり方など、必要な手立てを記載できるようにする。

②「係活動」について
・個別の「係仕事」を集団で発表する場（朝の会）などを設定し、分析表を作成、評価する。
・生活単元学習の授業においても発表の場を設け、活動の振り返りと集団での共有、及びまとめを行う。

（６）指定授業「生活単元学習」の研究授業（２月

公開研究協議会）

指定授業の「生活単元学習」では、年間を通して行う「係活動」について、係決めと発表を兼ねた活動報告を
前後期の節目に設定し、活動の振り返りと評価、活動内容の集団での共有化を図った。
以下は、公開研究協議会当日の学習指導案（活動分析表含む）である。

生活単元学習

学習指導案

日 時
対 象
学校名
授業者

場

「

係活動を振り返ろう

所

平成 29 年 2 月 10 日(金)第 2･3 校時 10：05 ～11:50
Ａ部門中学部 Ａグループ 計 9 名
東京都立町田の丘学園
指導教諭 外山 世志之（T1）
主任教諭 吉村 史郎（T2）主任教諭 上原 ひとみ（T3）
教諭 東原 美乃（T4）教諭 山本 拓（T5）
介護職員 松本 えつ子（T8）
Ａ部門中学部 3 年 B 組

１

単元名

」

２

単元の目標
・自分の係活動を通して、できる経験を増やし、主体的に活動する気持ちをもつ。
・集団での活動を通してグループの所属感を高めるとともに、友人へ意識を向ける。
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３

単元の評価規準

単元の
評価規準

学習活動
に即した
具体的な
評価規準

４

ア 関心・意欲・態度

イ 思考・判断・表現

ウ 技能

エ 知識・理解

① 自分の係に責任を
もち、役割を果たそう
とする。
② 友人の係活動報告
を見る・聞くことでグ
ループを意識する。

① 日頃の活動の成果
を友人や教師の前で報
告することができる。
② 本来と違う活動場
面ということを理解し
て、いつも通り係の活動
を行うことができる。

① 自分で行える動
きや表出方法で係活
動を遂行することが
できる。
② 友人や教師の前
で実演することがで
きる。

① 自分がグループ内
で果たすべき役割がわ
かる。
② 友人がどのように
係活動に取り組んでい
るかを知る。

① 自分の役割を意識
し、手や口の動き、発
声や発語等で発表しよ
うとする。
② 友人の係報告の
際、目や耳を傾け、ど
のように活動を行うか
確認しようとする。

① 係活動で用いる道
具や支援具を手掛かり
に係内容を想起するこ
とができる。
② 授業内で係活動を
行うことを理解し、口や
手を動かして反応する
ことができる。

① 自分の役割内の
正しいタイミングや
方法で手や口を動か
している。
② 係活動の内容を
いつも通り行うこと
ができる。

① 役割確認の際、口や
手を動かし、自分なりの
表出でアピールするこ
とができる。
② 友人の発表を見た
り聞いたりし、手や口の
動き、発声や発語等で反
応することができる。

指導観
（１） 単元観
生活単元学習は、生徒が生活上の目標を達成したり、課題を解決したりするために、一連の活動を
組織的に経験することによって、自立的な生活に必要な事柄を実際的・総合的に学習するものである。
生活単元学習の指導では、生徒の学習活動は、生活的な目標や課題に沿って組織されることが大切で
ある。
昨年度は、各活動がつながりをもったストーリー性のある単元展開（マリーゴールドの「苗植え」
「栽
培」「花の収穫」「花を使った草木染め」「染めた布を用いた小物作り」「作品展示と発表」という年間
を通した一連の活動）を行い、各単元における生徒の成果を活かして次の単元につなげ、生徒の達成
感を大いに得ることができた。その反面「授業時間外での」継続的な水やりの時間を捻出する余裕が
ない等の反省点も挙げられた。そこで、今年度は授業時間内外に問わず「日常生活」に即した活動を
単元として取り上げ、報告する場を設けることとした。
本単元における「係活動」は、Ａグループ内で一人一人が役割をもって主体的に活動し、グループ
の所属感を高め、友人への意識付けをするために年間を通して振り返りをしながら行っている。また、
前期と後期で係の内容と分担の見直しを行い、後期に設定した係は、
「日付係」
「天気係」
「予定発表係」
「給食発表係」
「放送係」
「ＩＣＴ係」
「給食ワゴン下膳係」
「保健係」
「カウントダウン係」の９つであ
る。どの係も毎日継続的に行うことで、日常生活に即した活動を行いつつ、授業内で報告会を行って
自己肯定感を高めるとともに、互いを称え合えるよう工夫している。
（２） 生徒観
対象の学習グループは生徒９名（１年生２名、２年生２名、３年生５名）の集団で、自立活動を主
とする教育課程で学んでいる。生徒全員が体幹及び上下肢の機能障害と知的障害を併せ有しており、
日常の学習場面においては車いすや座位保持椅子を使用し、体調管理のため必要に応じて介助座位や
臥位で授業を受けたり、吸引や水分注入等の医療的ケアを行ったりする場合がある。生徒９名は認識
面においても機能面においても実態に幅のある集団である。随意的なコントロールに困難さを抱えて
いるケースがあるものの、全員が何らかの方法で身体部位を意図的に動かすことができるので、教材・
教具や支援機器等の工夫により自発の動きで作業に参加できるようにすることが可能である。
機能面に加えて認識面においても実態に幅のある生徒たちなので、集団として授業を展開する際に
は個別的な手だてや援助、配慮と工夫が求められる。一方、生徒のほとんどが授業者の言葉がけや教
材の呈示に注意を向けている様子が見られる。また、周りの生徒の様子にも関心を示しており、集団
で授業を行うことでモデリングの効果を期待できる。
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各係活動においては、はじめから意欲的に活動している者、繰り返しの活動で見通しをもてるよう
になった者、活動方法や道具の工夫で係（役割）の意識を高められた者、と様々である。日々の活動
変化に加え、授業内での報告会・反省会でより意識を高めていきたいと考えている。
（３） 教材観
各生徒が係の内容を理解・表現しやすくするためにカードや絵シンボル、日めくり表示など視覚的
な手だてを用いている。また、生徒が自発可能な動きで表現できるようＶＯＣＡ（携帯用会話補助装
置）を活用している。ＶＯＣＡの活用は、視機能に困難さを抱えている生徒への音声フィードバック
としても効果的である。生徒に合わせたスイッチ利用も含め、道具や手立て、活動方法を工夫するこ
とで、それぞれの生徒が主体的に係活動を行えるようにしている。
用いている教材・教具や支援機器は個々の生徒にとって活動を行う際の手だてとなるとともに、そ
の係活動を示す表象機能としても意味を持っている。教材・教具や支援機器によって活動が想起され
る効果も生んでいる。
５

年間指導計画における位置付け
上で述べたように、今年度は授業時間内外に問わず「日常生活」に即した活動を行えるよう計画を立てて
いる。年間を通した単元としては、本単元である「係活動」とＡＬＴによる外国語に親しむ授業があり、小
単元としては「生活環境を整えよう」や学部・学校行事に関連した内容を取り入れている。
生活単元学習は火曜日の４・５限の２時間枠で設定されているが、生徒の大半が体調管理の面で給食後に
排せつ指導を含めた休憩を要するため、４限については実質的に集団での一斉授業の形態をとることが難し
い。授業時間内外にとらわれない単元設定をすることで、火曜日の４限はもちろんのこと、自立活動や日常
生活の指導でも一人一人の体調に合わせて取り組むことができる。火曜日の５限では、活動を発表し合った
り協力して活動を行ったりすることで、グループへの所属感や友人への意識を高めることをねらっている。

６

単元の指導計画と評価計画（６時間扱い）
ねらい
第１時
グループ内係を決め、前
（４月） 期の係活動の見通しをも
つ。

○学習内容・学習活動
○今年度のグループ内係を知る
・話し合いを行いながら、係分担を
決める

学習活動に即した具体的な
評価規準（評価方法）
ア―①（各係活動の内容を見た・聞い
たときの反応）
エ―①（役割分担が決まった際の反
応）

第２時
（7 月）

報告会を通して、係活動
の責任感を高めるととも
に、友人の報告を見る・
聞くことで友人へ意識を
向ける。

○各係活動の活動内容（取り組み方）
を知る
・自分の係活動報告を行う
・友人の係活動への取り組み方を見
る・聞く

イ―①、②（授業内報告会での発表の
様子・反応）
ア―②、エ―②（友人の発表を見る・
聞くときの態度）
ウ―①、②（実演やロールプレイの様
子）

第３時
（9 月）

前期の係活動反省会を通
して、自分のグループ内
での役割を見つめ直し、
新たな役割を考えたり、
継続する意欲をもったり
する。

○前期の係活動を振り返り、係分担
を見直す
・前期の自分の取り組みを振り返り、
継続する意欲があるか、友人の係
活動報告により違う係をやってみ
たいかを考える
・話し合いを行いながら、係分担を
決める

ア―①、イ―①（各係活動の内容を見

第４時
報告会を通して、係活動
（11 月） の責任感を高めるととも
に、友人の報告を見る・
聞くことで友人へ意識を

○各係活動の活動内容（取り組み方）
を知る
・自分の係活動報告を行う
・友人の係活動への取り組み方を見

イ―①、②（授業内報告会での発表の
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た・聞いたときの反応）
エ―①（役割分担が決まった際の反
応）

様子・反応）
ア―②、エ―②（友人の発表を見る・
聞くときの態度）

向ける。

る・聞く

ウ―①、②（実演やロールプレイの様
子）

第５時
（2 月・
本時）

第６時
（3 月）

７

報告会を通して、係活動
の責任感・達成感を高め
るとともに、友人の報告
を見る・聞くことで友人
への意識を高める
年間の係活動反省会を通
して、自分や友人の成長
した点を認め合い、称え
合う

○各係活動の活動内容（取り組み方）
を知る
・自分の係活動報告（特に後期に行
った活動について）を行う
・友人の係活動への取り組み方を見
る・聞く

イ―①、②（授業内報告会での発表の

○１年間の係活動を振り返る
・1 年間の自分の取り組みを振り返
り、頑張った点や成長（工夫）し
た点を発表する
・友人の発表を見たり聞いたりして、
グループ全体で全員を称え合う

ア―①、イ―①（各係活動の内容を見

様子・反応）
ア―②、エ―②（友人の発表を見る・
聞くときの態度）
ウ―①、②（実演やロールプレイの様
子）

た・聞いたときの反応）
ア―②、エ―②（友人の発表を見る・
聞くときの態度）

配置図
ホワイトボード
道具・支援具等

キーボード

T1

ICT ラック

入口
I

Ｃ

Ｄ

Ａ

H
Ｂ

T5

Ｇ
T4

８

９

Ｆ

Ｄ

E
Ｄ

T3

Ｄ

T2

T6

入口

指導に当たって
・学校介護職員導入 1 年目のため、基礎支援シートを作成して各生徒の見る・聞く・作業的な活動の注意点
及び姿勢について学部内で共通理解を図り、誰でも同じ支援ができるようにしている。
・各生徒の係活動の方法（支援具の工夫）については教師間で話し合い、より良い支援の仕方や、スモール
ステップでのプロンプトの導入によって、生徒ができる経験を積み、より主体的に活動できるように指導
計画を立てている。
・友人の前で行っていない活動についても動画で紹介することで、一人一人の活躍について称え合えるよう
にする。
・学部外と関わりのある役割（特に保健係）については、関係部署に協力をお願いして、生徒の意識付けを
高められるようにしている。

本時（全６時間中の第５時間目）
（１） 本時の目標
・自分の役割に責任をもち、係活動を報告することができる。
・友人の報告を見る・聞くことで友人へ意識を向ける。
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（２） 本時の展開
時
間

○学習内容
・学習活動

導
入
５
分

・始まりのあいさつ
・本時のねらいを把握する

・本時の進め方を知り、学習
の見通しをもつ
○役割確認
・自分の係が呼ばれたら応答
する

展
開
90
分

※
途
中
10
分
休
憩

ま
と
め

指導上の留意点・配慮事項
・T1 に視線が向いているか確認する。（生
徒の車いすの位置等に配慮する）
・各生徒の支援具を見せたりジェスチャー
したりすることで、視覚的にわかりやすい
ようにする。
・自分の報告だけでなく、友人の報告にも
注目するよう言葉がけをする。

・頻繁に支援している ST と一緒に活動す
ることで、普段とは違う場面でもいつも通
りの行動ができるようにする。
・実演できない係は映像で紹介し、いつ・
どこで（どこまで）・どのように仕事をし
ているか報告する。

・友人の係活動の様子を見
る・聞く

・前に出ている生徒や、映像が見やすい位
置に注意する。

・一人一人、自分の係報告の
反省または友人の報告の良か
った点を発表する。

・各生徒についていた ST が、生徒と相談
しながら、どのような反応をしていたか発
表する。
・ST の発表後、生徒に他に言い残しはない
か確認する。
・T1 に視線が向いているか確認する。（生
徒の車いすの位置等に配慮する）

・終わりのあいさつ

イ―②（場面を意識した表
出）

・係分担表を順番にめくって確認していく。 ア―①、エ―①（自分の係が
・生徒の表出が出るまで少し待つ。
呼ばれた際の反応）
・誰も応答しない場合は、支援具を見せた
り、T1 が活動方法を模倣して見せたりし、
表出を待つ。

○各係活動報告
・自分の係が呼ばれたら、前
に出て報告をする
・現在よくできている点と、
今後の目標も併せて発表する

10
分

学習活動に即した具体的な
評価規準（評価方法）

イ―①、②（発表の様子・反
応）
ウ―①、②（実演やロールプ
レイの様子）

ア―②、エ―②（友人の発表
を見る・聞くときの態度）
ア―①（自分の係活動を行う
態度）
ア―②（友人の発表を見る・
聞くときの態度）

（３） 板書計画

係分担表

プロジェクターで映像を映す
また、生徒によっては支援具を貼る

（４） 授業参観の視点
・教科（科目）の目標、単元の目標、本時の目標との一貫性をもたせていたか。
・本時の指導に指導観が生かされていたか。
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・生徒が主体的に活動できる内容になっていたか。
・障害の状態等に応じた指導ができていたか。
・教師・学校介護職員間の連携・協力は適切であったか。

単元に関する個々の児童・生徒の実態と目標
生徒
生徒の実態
Ａ
ＩＣＴ係。大人の手に手を合わせたり、
打ち鳴らしたりすることを好む。前期か
ら引き続き取り組む中で自分の役割を
意識する様子がみられ、ワゴンの端をつ
かんで運ぶことができるようになって
きた。注意に転導性がみられるが、興味
のあるものに期待感示す場面が増えて
きている。
Ｂ
保健係。音に敏感なため突然の音に反応
して筋緊張を伴う反射が誘発されやす
い。係活動でのＶＯＣＡの使用では、見
通しをもてるようになりスイッチの操
作を落ち着いて受け止められるように
なってきた。視野に関しては正面より 30
～45 度上方向が見えやすい傾向にある。
Ｃ
給食台車下膳係。昨年度後期にも同じ係
を行っていたこともあり、見通しを持っ
て取り組めている。台車を給食室まで運
ぶことに意欲を持っていて、セッティン
グすると自分から台車をつかみ押し続
けることができる。また、所定の場所に
着くと自分から手を放して活動に区切
りをつけられる。
Ｄ
放送係。役割を意識して給食時にかける
曲を決める係に意欲的に取り組めてい
る。リクエストを募ったり選曲したりす
る際に、教師主導ではなく自分が主体に
なろうとする態度が顕著になってきて
いる。首が左に回旋しており、見る活動
では車いすの位置や向きを調節するこ
とが必要である。
Ｅ
日付係。日めくりの紙をつかんで破り取
り箱に入れるという一連の活動に見通
しを持って取り組めている。実際の活動
場面（朝の会）では身体面のケアもあり
マットでのうつ伏せ姿勢で行っている。
興味をもったものを注視・追視できる。
また、笑顔や発声、手の動きなどで感情
を表現する。
Ｆ

天気係。聴覚が優位でリズミカルな言葉
を覚えて発語しやすい。天気を表す視覚
シンボルと音声表現との対応ができて
いる。枕言葉と天気との対応は徐々に獲
得しつつある段階である。他の生徒の発
表場面では、気持ちが向いていると場面
に応じた発声・発語で反応することがで
きる。

Ｇ

予定発表係。予定表を作っていく段階で
は、授業名の選択肢提示を受けて Yes/No
で表出することができる。発表の際には

本時の目標
・ワゴンを運ぶ際に、ワ
ゴンの端を持続的につか
むことができる。
・ワゴンを運ぶことを楽
しみ意欲的に取り組む。
・友人の発表時に視線を
向けることができる。

指導の手だて・留意点
・自分から手を出してつかみやす
い位置にワゴンを提示する。
・不用意に教師の手を出さない。
（手を叩いてしまい、活動に集中
できなくなるため。）
・友人を注目させるよう言葉がけ
を行う。

・言葉がけと添え手での
援助を受けて、自分でス
イッチを押そうとする。
・友人の発表に注意を向
け、発表に対して口元を
動かす等の反応をする。

・動かす部位に触れて確認を行っ
てから発表させる。
・言葉がけまたは手を触れる援助
で自発の動きを引き出す。
・視覚的な提示を行う際には、水
平面よりやや上方に提示する。
・不用意に発する音に注意する。
・左手でつかみやすい位置に給食
台車をセッティングする。
・教師が座位保持椅子を押し、生
徒本人が台車をつかんで押す方
法で運んでいく。
・友人の発表に注意が向くよう、
適宜言葉がけする。

・係活動に意欲を持ち、
自分から行おうとする。
・見通しを持って台車を
押し続けることができ
る。
・友人の発表を注視し、
発声や手の動きで反応す
ることができる。
・リクエスト募集、選曲、
音楽スタートなどの際に
声や表情で表現する。
・友人の発表を注視し、
発表に対して声が出た
り、笑顔になったりする
等の反応をすることがで
きる。
・自分から紙をつかんで
引きちぎることができ
る。
・取った紙を箱に入れる
ことができる。
・友人の発表を注視・追
視し、発表に対して笑顔
や発声、手の動きで反応
する。
・枕言葉を聞いて対応す
る天気を想起して発語す
る。
・天気を表す視覚シンボ
ルを手掛かりに発語す
る。
・友人の発表を注視し、
発表に対して「すごーい」
等の発語で反応する。
・Yes/No の表出で正しい
授業名を選択する。
・友人の発表を注視・追
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・本人の発声を促し、教師が言語
化して周りに伝わるようにする。
・選曲や音楽スタートの合図を生
徒自身が行うことを徹底する。
・発表者に注目させるため、車い
すの位置や向きに留意する。

・日めくりを目の前に提示するこ
とで自発の動きを引き出す。
・引きちぎったタイミングに合わ
せて箱を手元に差し出す。
・笑顔や発声、手の動きの表出が
あったら、それを言語化してあげ
る。

・枕言葉はリズミカルに言葉がけ
して対応する天気の発語を促す。
・視覚的な提示も併せて行ってお
く。
・周囲はできるだけ静かに見て、
本人が集中できるようにする。
・誰に注目すべきか名前で伝え
る。
・Yes/No の応答をパターンで行
ってしまう傾向もみられるので
質問の仕方に留意する。

Ｈ

Ｉ

教師の発表に合わせて自らも発声・発語
で表現する。定頸せず下を向いているこ
ともあるが、人や対象を注視・追視して
いる。
カウントダウン係。物への意識が薄く注
視は難しいが、手の動きが活発であり、
少しの支援で紙を破ることができる。ま
た、人への注視・追視は良好で、係活動
後に教師を見て反応を確かめている様
子もうかがえる。暑さや眠気で不機嫌に
なることがある。
給食発表係。スーパートーカーに本人専
用のスイッチを繋ぐことにより、下顎の
動きでスイッチを操作し発表を行うこ
とができる。係の内容に見通しと意欲を
持てていて、録音の際も教師の声に合わ
せて自分からも発声する様子が見られ
る。人や物を注視することができ、表情
も豊かである。

視し、発表に対して声が
出たり、笑顔になったり、
手を合わせて拍手の動き
をする等の反応をする。
・カウントダウン用のカ
レンダーに自分から手を
伸ばし、少しの支援で紙
をつかみ破ることができ
る。
・友人の発表時に視線を
向ける。また、表情や発
声等で反応する。
・教師と一緒に録音した
給食メニューをスイッチ
操作によって１つずつ発
表することができる。
・友人の発表を注視し、
発表に対して笑顔になっ
たりする等の反応をす
る。

Ａ部門中学部
Ａ部門中学部Ａグループ

・発語での表現も促す。
・上肢で拍手の動きをするような
場面が見られたら、それを言語化
して全体で共有する。
・自分の日頃の活動の動画とカウ
ントダウンの実物を見ることで、
イメージをもたせる。
・紙をつかみやすいように提示す
る。
・目を合わせて、活動できたこと
を確認する。
・スーパートーカーの機能を活用
し、外部スイッチで順番に再生で
きるようにセッティングする。
・口の動きで入力できるよう教師
がスイッチの位置を調節する。
・右目がやや優位なため、車いす
の位置と向きに留意する。

活動分析表

【教科・領域名】生活単元学習

【授業日】平成２９年２月１０日

＊抽出生徒 4 名の、個別の活動目標を段階的に示した。
授業者は、生徒がどの段階で活動できたか評価し、番号に○を付ける。
＊
は学習習得状況把握表（ＧＳＨ）のアセスメント結果によるものである。
展開（活動内容）

全体目標

生徒Ｂ

生徒Ｃ

○役割確認

自分の役割がわかり、係の
名前や支援具に気付いて
応答することができる。

①T1 に意識を向け、タイミン
グよく口元を動かす。
安定した注意反応
②T1 に注目しているが、表出
は見られない。
③その他（寝ている等）

①T1 に視線を向け、タイミン
グよく「はい」「ん」等の声
を出す。または、腕を動かす。
音声単語の初期理解
視覚シンボルの初期理解
②タイミングは理解している
が、表出は見られない。
③その他（他に視線を向ける
等）

○各係活動報告
・自分の報告

日頃行っている活動を、い
つも通り実演することが
できる。

①スイッチを押そうとする上 ①台車に自分から手をかけ、教
肢の動きが見られる。
師の動きに合わせて押し続
視覚シンボルの初期理解
ける。
②上肢の動きは見られないが、
視覚シンボルの初期理解
口元を動かしている。
②台車を押し続けず、途中で手
③スイッチを押したときに過
を放してしまう。
敏反応が見られる。
③自分からは台車をつかもう
④その他（寝ている等）
としない。
④その他（促しにも応じない
等）

・友人の報告

友人の係活動の報告をよ
く見る・聞くことで友人へ
意識を向けることができ
る。

①発表している友人の方を注
視し、発表に対して口元を動
かして表出している。
安定した注意反応
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①発表している友人の方を注
視し、発表に対して声が出た
り、身体表現をしたり等の表
出をしている。

②発表している友人の方を見
ているが、表出はない。
③その他（寝ている等）

期待反応の表出
②発表している友人の方を注
視しているが、表出はない。
③その他（他に視線を向ける
等）

全体目標

生徒Ｄ

生徒Ｆ

○役割確認

自分の役割がわかり、係の
名前や支援具に気付いて
応答することができる。

①T1 に意識を向け、タイミン
グよく声を出す。または、笑
顔になる。
音声単語の理解
②タイミングは理解している
が、表出は見られない。
③その他（緊張が強く、授業に
集中できない等）

①T1 に視線を向け、タイミン
グよく「はーい」と発声をす
る。
音声単語の理解
②タイミングは理解している
が、T1 を見ようとせず、表
出が見られない。
③その他

○各係活動報告
・自分の報告

日頃行っている活動を、い
つも通り実演することが
できる。

①リクエストを聞いたり歌を
決めたりする際に自分から
声を出す。
音声単語の理解
②声は出ないが、教師の言葉が
けに笑顔や表情で応える。
③明確な表出が見られない。
④その他（緊張が強く、授業に
集中できない等）

①枕詞を聞いて対応する天気
を自分から発語する。
音声言語の理解
大人への積極性
②視覚シンボルを手掛かりに
して対応する天気を発語す
る。
③気持ちが向いていない。
④その他（情緒不安定になり不
快な声を出す等）

・友人の報告

友人の係活動の報告をよ
く見る・聞くことで友人へ
意識を向けることができ
る。

①発表している友人の方を注
視し、発表に対して声が出た
り、笑顔になったりする等の
表出をしている。
期待反応の表出
②発表している友人の方を見
ているが、表出はない。
③その他（緊張が強く参加でき
ない等）

①発表している友人の方を注
視し、発表に対して「すごー
い」「もういっかい」等の発
語をしている。
期待反応の表出
②発表している友人の方を見
ているが、表出はない。
③その他（寝ている等）

展開（活動内容）

５

研究成果と今後の課題

○ 成果
・
「活動分析表」を作成し、それを用いた授業研究を行うことで、個々の生徒の活動を評価・分析する観点を明
確にできた。
・「活動分析表」を通して、評価の視点や個々に必要な手立てを整理し、それらを職員間で共有できた。
・「朝の会」や「生活単元学習」で、「係活動」という個別の取り組みを集団の中に位置付けることができた。

○ 課題
・「活動分析表」の各項目を、より具体的なものにする。
・段階的な「評価」に対応する段階的な「手立て」を分析表に反映させ、主体的な活動の成立に結び付ける。

＜外山世志之＞
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Ａ部門 高等部
１ 研究テーマ
「活動分析表を活かした授業改善について
～活動分析を活用した指導と評価を通して 主体性や自己肯定感を高める授業づくり～」

２ 研究テーマの設定理由と研究の経過
（１）研究テーマの設定にあたって
まず、全校テーマである「児童・生徒の自ら学ぶ姿勢の育成を目指した授業づくり ～活動分析を活かした指導
と評価の研究を通して～」
、及びそれに基づいたＡ部門の研究テーマ「適切な児童・生徒理解に基づく授業づくり
～活動分析を活かした指導と評価の研究を通して～」を受けて、学部の研究テーマの検討を行った。
本学部では、昨年度までの研究「重い障害のある児童・生徒の発達課題と生活年齢に配慮した授業作り」におい
て、
「
（教員間における）共通理解のツール開発」に取組、活動分析に基づく「活動評価表」の活用実践を行った実
績があった。活動分析のプロセスにおいては、生徒の実態把握、適切な課題設定、緻密な観察と評価が欠かせない
ことは一定教職員間で共有できている。一方、学部では以前から主体性や自己肯定感が低い生徒の存在について課
題とされてきた。こうした生徒達には「少し頑張ればできる」適切な課題設定と、
「自分でできた」と感じられる
環境設定、最小限の人的支援の配慮によって、成功体験を積み重ね、自信を付けていくことが重要となる。そのよ
うな授業づくりにおいて、活動分析を通した授業改善は有効であると考え、研究テーマを「活動分析表を活かした
授業改善について ～活動分析を活用した指導と評価を通して 主体性や自己肯定感を高める授業づくり～」
とし
た。

（２）研究の経過
本校では平成２７年度より、東京都教育委員会の研究指定事業である「肢体不自由特別支援学校におけるキャリ
ア教育・職業教育の充実事業」の指定を受けており、本学部の知的障害を併せ有する教育課程（以下、Ⅳグループ）
の作業学習を研究指定授業として研究を重ねてきた。学部研究の研究指定授業を決定するにあたり、作業学習が活
動分析の研究に適していること、平成２８年度も上記の都指定研究事業を受けることが決まっており、２つの研究
を重ねることで、学部で議論する時間が増え充実した研究になり得ること、などからⅣグループの作業学習を学部
研究指定授業とすることとした。
研究指定授業を１つに絞りつつ、２つの研
究についてはテーマを明確に分けて進めるこ
ととした。
都指定授業においては、特例子会社代表取
締役や元肢体不自由特別支援学校長などの有
識者を招いて研究授業を行うなど、作業内容、
環境設定、授業の流れ、社会性の育成などを
中心に、作業学習自体の授業改善に焦点を当
て、研究を深めた。
一方、学部研究においては、活動分析を活
用した授業改善にターゲットを絞り、効率的
に研究が進められるように配慮した。

３ 研究方法
学部研究については、以下の要領で進めた。

（１）確認事項
○研究指定授業をⅣグループ（知的障害を併せ有する教育課程）の作業学習とし、年間を通して授業改善サイクルを
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検証する。
○活動分析にあたっては、本学部で以前から研究している活動評価表を利用する。
○活動評価表では、本時でポイントとなる活動について、全ての生徒を対象に段階的目標を設定し、授業後に評価す
る。評価を受けて授業改善し、必要に応じて活動評価表も修正する。
○他グループにおいても、活動評価表を活用した授業実践を行う。

（２）研究方法
○１学期１回、２学期２回、３学期１回の研究授業を設定し、Ⅳグループ担当教員、研修研究部、学部主任を中心に
研究を進める。
○中間報告会やプレ公開研究協議会など、各学期に学部全体で研究を共有、協議する場を設定する。
○研究授業、プレ公開研究協議会、公開研究協議会においては、講師として東京都教職員研修センター教授三室秀雄
氏を招き、協議会を設定し、指導・助言をいただく。

（３）年間計画
学部研

取組方

４／２５（火）

学部全体

５／２０（金）

学部全体

検討事項・内容等
・学校全体の研究テーマ及びＡ部門の研究テーマ提案、確認
・研究対象グループの確定
・今後の研究の流れの確認
・活動分析表学習会
・書式検討

６／８（水）

グループ

【Ⅳグループ】
・作業学習の年間計画、作業種、作業内容、生徒の課題の共有
・活動評価表の試作
【他のグループ】
・活動評価表活用授業の検討、確認

７／１２（火）

研究授業

・Ⅳグループ作業学習研究授業
・授業者、研修研究部、学部主任による研究協議

７／１５（水）

グループ

【Ⅳグループ】
・研究授業、研究協議を踏まえて、活動評価表、活動内容の検証
【他のグループ】
・１学期の実践状況の確認と後期の計画検討

８／３１（金）
中間報告会

学部全体

・Ａ高での中間報告会
東京都教職員研修センター教授三室秀雄氏来校。指導・助言をいただく。

研究授業

・Ⅳグループ作業学習研究授業
＜講師＞
東京都教職員研修センター 教授
三室秀雄氏
株式会社キユーピーあい 代表取締役社長 庄司浩氏
東京都教育庁指導部特別支援教育指導課
特別支援教育推進室 東京都就労支援員 若杉哲文
東京都教育庁指導部特別支援教育指導課 指導主事 佐藤匡郁
・授業者、研修研究部、学部主任、講師による研究協議

学部全体

・研究授業と研究協議会の報告
・研究協議

グループ

【Ⅳグループ】
・研究授業、協議会を踏まえて、授業改善の検討
【他のグループ】
・活動評価表活用授業打合せ

９／２０
（火）

９／２０（火）

１０／１７
（水）
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グループ

【Ⅳグループ】
・１２月研究授業打合せ
【他のグループ】
・活動評価表活用授業打合せ

研究授業

・Ⅳグループ作業学習研究授業
＜講師＞
東京都教職員研修センター 教授
三室秀雄氏
株式会社キユーピーあい 代表取締役社長 庄司浩氏
東京都教育庁指導部特別支援教育指導課
特別支援教育推進室 東京都就労支援員 若杉哲文
東京都教育庁指導部特別支援教育指導課 指導主事 佐藤匡郁
・授業者、研修研究部、学部主任、講師による研究協議

１／６（金）

本校全体

・プレ公開研公開研究協議会
本校（Ａ部門小学部・中学部・高等部、Ｂ部門高等部）で、各部の研究につ
いて報告、質疑・応答

１／１６（月）

学部全体

・各グループの研究発表、 授業チェックシート改善点の検討

２／１０（金）

研究授業

・公開研究協議会におけるⅣグループ作業学習研究授業
東京都教職員研修センター 教授 三室秀雄氏参観

２／１０（金）

学部全体
外部参加者

２月以降

グループ

１２／９（火）

１２／２０
（火）

・公開研究協議会における分科会
研究の経過とまとめを報告、質疑応答
講師三室秀雄氏による指導・助言、講演
・まとめと今後に向けて

４ 研究内容と経過
（１）研究の内容
①学部研究の取組
研究にあたっては、以下の項目について焦点を当て検証することとした。
ア 活動評価表の活用によってＰＤＣＡサイクルでの授業改善が図れたか。
イ 活動評価表の累積により生徒の変容は追うことができるか。
（生徒の成長、目標の向上）
。
ウ 活動評価表の書式、記載の方法などはどうか。

②作業内容
作業種については、肢体不自由者の就労先を想定し、事務補助系の作業班とした。１学期は古紙リサイクル業
務を中心とした軽作業、２学期以降は、軽作業と共にパソコン入力系の作業も設定している。
＜軽作業＞
○名刺カット、カウント
○納品用封筒の作成
○その他の請負業務

＜パソコン入力＞
○アンケート入力
○名刺の氏名入力
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（２）研究の経過
①書式の検討
５月の学部研において、活動分析表について学習会を行い、改めて理解を深め、書式の検討を行った。その
結果、書式については、昨年度までの研究において「支援者間でねらいや支援方法、評価方法を共有するため
のツール」としてⅠグループが作成していた活動評価表（資料１）を継続使用することとした。活動内容と生
徒個々のねらいを合わせて分析し、支援者がより具体的に支援・評価がしやすいように「その活動で、その生
徒がする可能性のある行動」を数段階のレベルで示したものである。授業後にはどの段階で達成したか○を付
ける記録表を兼ねており、主な段階レベルは以下のようになっている（活動や生徒の状況によって３段階や５
段階の場合もあり）
。

①
②
③
④

『こうなってくれるといいな』という少し背伸びをすることで届く目標
『通常の力を発揮すれば、これはできるだろう』という平均レベルの目標
できなかった。支援を要した
その他の表現・行動

６月以降、活動評価表を作成し、７月、９月、１２月に研究授業を行い、活用実践を重ねた。

②中間報告会
８月３１日、講師に東京都教職員研修センター教授三室秀雄氏を招き、中間報告会を行った。今年度の研究
概要及び８月までの研究の経過を報告し、三室氏より指導・助言をいただいた。
＜活動分析表に関する指導・助言＞
・生徒の評価は教師自身の評価につながる。つまり生徒が現在持っている力を教師が適切に評価す
ることで、生徒自らが自身を肯定し、何らかの方法でそれらを伝えられるようになれば、その生
徒の未来につながっていく。そのツールとなるのが活動評価表である。
・評価表の中で「未達成」となった時、原因として２つのことが考えられる。１つ目は「障害から
くるもの」
、２つ目は「その生徒の特性や個性からくるもの」である。どちらに由来するものなの
かを教師が適切に判断し、評価項目の改正や支援方法の改善が必要となる。
・高等部における役割として教師の支援が「教具の工夫・改善」→「生徒の自信」→「社会参加」
とつながらねばならないということも忘れてはならない。

「生徒の評価は教師自身の評価につながる」という三室氏のお話は、授業づくりにおいて、いかに生徒の実
態把握、表出・表現・行動の見とりが重要であるかを示唆している。生徒が授業でうまく活動できなかった場
合や失敗した場合、それは生徒側に問題があるのではなく、教師側の設定した課題や環境設定が適切でない場
合が多い。逆に教師が生徒の実態を的確に把握し、課題や環境設定を適切に設定できた場合、生徒達は自身の
力を出し切った中で活動目標を達成することができ、充実感・達成感を得て、自己肯定感を育むことができる。
活動分析、活動評価表の作成は、この「生徒の評価」を的確に行い、支援者間で情報を共有する上で非常に有
効であるとの評価をいただいた。

③１２月研究授業
１２月２０日に研究授業を行い、三室氏に御参観いただき、授業後に研究協議の場をもった。以下のような
指導・助言をいただいた。
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○活動評価表は非常に良くできており、授業をする上で重要な視点が含まれている。評価表があること
で、複数の教師で指導している中、教師の目線がはっきりする。
○授業案の単元の評価規準「思考・判断・表現」は大切な観点である。生徒達が自分で気付き、考え、
改善できるようになることが大切である。活動評価表は教師側の目安になるだけでなく、これをその
まま見せるわけではないが、生徒にこの観点・基準で見た評価を返すことで、自分の課題に気付き、
改善策を考え、次のモチベーションにつなげることができる。例えば、
「挨拶の声が小さかった」と
きに、終わってみて「声が小さかった」と評価するだけでなく、授業の終わりなどに「○○さんは、
挨拶や報告の声が小さかったです。次回以降はもう少し大きな声ではっきり言いましょう」など、評
価表の指針に基づいて、課題と改善について示してあげる。
○外部専門家の活用を進めると良い。生徒個々にとって必要な合理的な配慮を、外部専門家のアプロー
チも含めて固めていく方法もある。これを社会に引き継ぎ、つなげていくことは、一種のジョブコー
チ的な役割（移行支援）と言える。このように専門家が揃っているのは特別支援学校だけと言える。

活動評価表の活用実践について一定の評価をいただき、その上で更に教育効果を高めることができるよ
うな助言をいただいた。三室氏は「生徒への返し方」の重要度に触れ、この「生徒への返し方」が十分で
ないと、生徒は「どんなことを」
「どのレベルまで」求められているのかがあやふやなまま活動し、最終的
な評価で「できた」
「できなかった」で終わってしまうこと、教員が考えた目標、評価行動を、活動中の評
価や助言に含ませて生徒に伝えていくことで、
「求められている行動」が生徒に伝わり、生徒が主体的に「気
付き」
「考え」
「改善」できるようになることを御指導いただいた。
また本学部が高等部であることから、キャリア教育に絡め、移行支援につながる御助言もいただいた。活
動分析に伴い、各生徒の活動上の環境設定（合理的配慮）を確立し、それを進路先や地域生活に引き継いで
いくことは一種のジョブコーチであり、移行支援において重要な取組であることを再認識させられた。
生徒のアセスメントや合理的な配慮の整備にあたっては、多職種によるアプローチが可能な特別支援学校の
機能を生かし、外部専門家を有効活用するよう御助言をいただいた。

④２月公開研究協議会
１２月の研究協議、三室氏からの指導・助言を受け、授業に一部修正を加えて研究授業を行った（学習指導
案：資料２、活動評価表：資料３－１、３－２）

５ 研究の成果と今後の課題
（１）研究の成果
①書式・記載方法
○各活動における生徒個々の評価項目が具体的に当該生徒の想定される表現・行動を示した項目になっているた
め、経験の浅い教師や学校介護職員にも分かりやすい。
●工程分析による評価項目の設定においては、発達の観点はもちろん、生徒個々の理解力と身体面の配慮を押さ
え、的確に実態や課題を把握することが必要である。

②授業改善のサイクル
（Plan）
○活動評価表の作成することで、
「１つの活動に対する全員に共通した漠然とした目標」や「授業全般を通した
１人の生徒の大きな目標」でなく、
「この活動に対する生徒個々の目標」に、じっくり向き合うことができた。
○その過程で「この生徒にはこれができるようになってほしい」という目標や、主体的に活動するための環境（合
理的な配慮）について検討することができた。
（Ｄｏ）
○昨年度の研究成果のとおり、活動評価表は支援者間において、指導目標や支援方法、評価の仕方等の共有ツー
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ルになり得る。ケース担任以外の支援者にも、
「この生徒は学習を重ねれば（もしくは体調が良ければ）この
目標まで達成できる可能性がある」
「①ができない時は次の目標はこれになる」と、目標や支援方法を共有し
やすい。
→ ＜ケース担任以外の教師も生徒情報を共有＞し ＜学校介護職員も指導方針を理解＞することができる
○生徒理解が進むことで、
「可能な限り『手を出さない』
『声をかけない』過不足ない支援」ができるようになり、
生徒が主体的に活動できる場面が増え、それにより達成感・充実感が高まっている様子が見られる。
（Ｃｈｅｃｋ・Ａｃｔｉｏｎ）
○評価項目が具体的で、授業後は○をつける方式なので、比較的簡単に記録や振り返りができる。
○活動評価表が記録となることで、振り返りの機会となり、次の授業への改善がイメージしやすい。長期的に記
録することで、生徒の変容を客観的に捉えることができる。

③生徒の変容
●書式や作業学習の作業種、環境設定を模索した１年となり、感覚的に生徒の成長は感じるものの、活動評価表
を長期的な記録として活用し、その変容を追うまでには至らなかった。
○客観的な記録では表すことができなかったが、２学期末には、以下の様子が見られた。
☆「仕事」や将来に前向きになれなかった１年生が生き生きと作業に取り組むようになった。
☆「自分にできる仕事はない」と悲観的だった２年生が作業学習で自信をつけ、現場実習で意欲的に仕事をす
ることができた。
☆自信のなかった３年生が企業就労に挑戦し、夢を叶えることができた。

（２）今後の課題
次年度に向けて、今年度の活動評価表の実践をベースに、継続課題となった以下の２点について研究を進める。
○より多くの教師が活動評価表を作成できるような工夫を検討する。
○長期的な記録により、生徒の成長・変容を追い、活動評価表を活用した授業改善の検証を行う。

＜田中顕一＞
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資料１
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資料２

作業学習指導案
日 時 平成２９年２月１０日金曜日
９時１０分～１１時５０分
場 所 多目的室、第 1 パソコン室
対 象 A 部門高等部Ⅳグループ 計６名
授業者 松井 裕記（Ｔ１）
小島 由江（Ｔ２）
間正 孝 （Ｔ３）

１ 単元名

「事務補助」

２ 単元の目標
・授業の流れの見通しをもち、準備、作業、片付け、清掃を主体的に行う。
・自身が担当する業務について、作業目標を意識し、集中して取り組む。
・できる作業を増やしたり、目標を達成したりする中で、充実感・達成感を感じ、自己肯定感を育む。
３ 単元の評価規準
単
元
の
評
価
規
準

ア 関心・意欲・態度

イ 思考・判断、表現

①事務補助作業への関心
と意欲を高め、主体的に
取り組もうとする。
②主体的に作業すること
で達成感を味わい、自信
と自己肯定感を育む。
③作業の成果が依頼主の
役にたっていることを感
じ、充実感と作業意欲に
つなげる。

①本時での作業目標を意
識して作業に取り組む。
②入力ミスや判断ミスが
ないように、慎重かつ丁
寧に作業に取り組む。
③わからないことを相
談・質問したり、必要な
ことを報告したりするこ
とができる。

ウ 技能
①パソコンのワープロソ
フトを使用して文字入
力、資料作成ができる。
②名刺用紙をミシン目に
添って、丁寧にカットし
たり、１０枚束でまとめ
たりすることができる。
③手順書に添って、名刺
ケース作成ができる。

エ 知識・理解
①自分の作業について、
依頼主、注文量、納品日
などを理解して取り組
む。
②依頼書の内容や作業に
おける配慮事項を理解
し、ミスなく主体的に作
業に取り組むことができ
る。

４ 単元の指導計画（後期）
時間数
（全 時間）

日時

学習内容

１～１２

１０月４日
～１１月１日

・個人情報用封筒作成
・名刺作成、データ検索による資料作成

１３～２９

１１月８日
～２月２１日

・テプラ入力、名刺カット、パッケージ、名刺ケース作成
・名刺文字入力、アンケートまとめ

３０～３６

２月２８日
～３月７日

・その他受注作業

５
Ａ

単元に関する個々の生徒の実態と目標
実態

目標

指導の手立て

３年生。手指の操作面や視覚面などの理由か
ら、細かい作業には苦手意識がある。しかし
何事にも意欲があり、ゆっくりとした作業速
度ではあるが、目標に向かって集中して作業
に取り組むことができる。

・自身の役割を理解し、時
間と作業量、作業の質を意
識して作業に取り組む。
・名刺ケース作成をミスな

・入力内容を確認する指示書を
用意する。
・教師からの言葉がけは最小限
とし、生徒からの働きかけを待
つ。

く、時間内に目標枚数を達成
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する。
・報告・連絡・相談を適切に
行う。

・指示された作業内容を理
解し、最後まで集中して取
り組む。
・わからないときや困った
ときに自分なりの言葉で報
告・連絡・相談ができる。
・名刺の向きや折り曲りな
どでミスがなく、時間内に
目標枚数を達成する。
Ｃ ３年生。パソコンに興味をもっていて、能力 ・自身の役割を理解し、時
としても比較的高いが、データ入力の際に文 間と作業量、作業の質を意
字の書式をそろえるなどの応用的な技術に 識して作業に取り組む。
Ｂ

３年生。指示理解や情緒面、コミュニケーシ
ョン面に課題がある。名刺の向きや折り曲り
などのミスが多いこともあるが、作業内容を
構造化したり、教師が手本を見せたりするこ
とで、主体的に取り組むことができる。

・作業内容、量、環境設定に配
慮し、生徒が主体的に活動でき
る課題設定とする。
・教師からの言葉がけは要所の
みとし、生徒からの働きかけを
待つ。

・具体的でわかりやすい指示書
を作成することで、作業前に作
業内容を十分理解し、見通しを
ついてはまだ課題がある。また初めてのこと ・データ入力のミスなく、時 もてるようにする。
を不安に感じる傾向にあり、教師に頼りがち 間内に目標枚数を達成する。 ・目標を達成したり、作業の質
になることがある。
・教師に頼ることなく、自信 が良かったりしたときには、は
をもって主体的に取り組む。 っきりと褒め、自信につなげら
れるようにする。
・教師からの言葉がけは最小限
とし、生徒からの働きかけを待
つ。

Ｄ

２年生。上下肢に強い麻痺があり、不随意運
動が見られるが、特殊な装置を使用してパソ
コンのタイピングができ、本単元においては
意欲的に取り組んでいる。長時間、車椅子で
の作業が難しく、作業時間や作業量について
個別の配慮が必要。

・自身の役割を理解し、時
間と作業量、作業の質を意
識して作業に取り組む。
・自助具を用いて１人で作
業し、時間内に目標枚数を
達成する。

・身体的な疲労度に配慮し、個
別に作業時間と休憩時間の設定
を行う。
・作業内容と支援機器を工夫し、
極力、一人で主体的に活動でき
る課題・環境設定を行う。

Ｅ

１年生。視覚的な理由から、巧緻性の高い作
業については配慮を要することもあるがが、
理解力は比較的高く、名刺の向きや折り曲り
などのミスはほとんどない。手順書に従っ
て、丁寧に作業を行うことについては課題が
見られる。

・自身の役割を理解し、作
業に見通しをもって主体的
に取り組む。
・指示に従って丁寧に作業
を行い、名刺の向きや折り
曲りなどに注意し、ミスな
く時間内に目標枚数を達成
する。

・手指や視覚面などの機能面に
留意し、主体的に活動できる課
題・環境設定を行う。
・明確でわかりやすい指示書を
作成し、作業の見通しをもちや
すくすると共に、ミスに自ら気
付いて修正できるようにする。
・目標を達成したり、作業の質
が良いときにはっきりと褒めた
りし、自信につなげられるよう
にする。

Ｆ

１年生。機能面の制約は多いが、手先は器用
で細かい作業も得意である。パソコンに興味
をもっており、データ入力においても理解力
が高く、ミスもほとんどない。

・自身の役割を理解し、時
間と作業量、作業の質を意
識して作業に取り組む。
・データ入力のミスなく、
時間内に目標枚数を達成す
る。
・依頼された作業内容の成
果や重要性を理解し、仕事
に対しての意欲・意識を高
める。

・作業を指示する際は、作業内
容の意義を伝え、取組の意識を
高められるようにする。
・作業終了時、納品時には、依
頼主と連携し、充実感、達成感
がもてるような働きかけをす
る。
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６ 本時
（１）本時のねらい
・事務補助の仕事をとおして、仲間と協力して仕事に取り組む意識をもつ。
・自分の役割を理解し、主体的に活動する。
（２）本時の展開
主な学習と活動内容
導
入
３
０
分

・タイムカード
・準備
・日誌記入 等
・始まりの会
（司会 生徒 C）

展
開
１
１
０
分

・作業＜前半 9：40～10：15＞
【準備】
自分または友達が使用する道具の準備を行う。

ま
と
め
１
０
分

指導上の留意点と配慮事項

具体的な評価内容
・別紙、活動評価
表参照

・進行表を見ながら生徒主体で
進める。

・生徒たちが自身で準備でき
るよう、環境設定に配慮す
る。

【作業】
・名刺ケース作成（多目的室）
（生徒）A（教員）T1
・名刺１０枚綴り（多目的室）
（生徒）B、E（教員） 【作業】
・別紙、活動評価表参照
T2
・PC データ入力（パソコン室）
（生徒）C、F（教員）
T1
・名刺作成（パソコン室）
（生徒）D（教員）T3
・作業＜後半 10：30～11：00＞
前半の作業を継続。
・作業終了、片付け、清掃
＜11：00～11：30＞
（生徒）
A・・ダスター B・・水場 C・・窓拭き
D・・ゴミ捨て E・・掃除機 F・・台拭き
・日誌記入
・終わりの会（司会 生徒 C）
・退勤準備、タイムカードを押し、退勤

・進行表を見ながら生徒主体で
進める。

（３）配置図
始まりの会、終わりの会
出入口

出入口

黒板

ＭＴ

ＳＴ
Ｄ

Ｂ

Ｅ

Ｃ
Ｆ

Ａ

ＳＴ

作業時
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多目的室

パソコン室

出入口

出入口

出入口

黒板
ＳＴ
Ｅ

黒板
ＭＴ

Ｂ

パ
ソ
コ
ン

Ａ

ＳＴ
Ｄ

Ｆ
Ｃ

パ
ソ
コ
ン

（４）授業参観の視点
・活動評価表により、生徒の課題と評価の観点が明確になっているか。支援者間で共有できているか。
・生徒が主体的に活動できるように、授業の流れや環境設定が適切に配慮されているか。
・生徒が達成感や自己肯定感を感じられるように、最小限の支援のもとで活動し、生徒の成果に対して適切な
評価を返すことができたか。
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資料３－１

- 52 -

- 53 -

資料３－２
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A 部門 公開研究協議会まとめ
１ A 部門小・中学部

講師 特定非営利活動法人地域さぽーと研究所理事長 飯野 順子氏

（１）Ａ部門小学部発表
①授業実践報告
国語・算数「いちごをどうぞ」と、音楽「冬の音楽」という二つの単元を、報告した。
②今年度の研究を通して 現状と課題、次にどう改善していくのかが捉えやすくなった。また、対象児童と対象場
面、活動分析の項目を絞ったことで課題を考えやすくなった。
③次年度へ向けての課題 児童の実態差があるグループでの活動分析表について、
また記号や文章で表現しにくい
ようなもの(情動面など)に対する評価方法についてどうするのかが今後の課題である。
（２）Ａ部門中学部発表
①授業実践報告
係活動「給食メニュー発表」について発表・報告した。
②今年度の研究を通して 個々の生徒の活動を評価・分析する観点を明確にでき、それらを職員間で共有できた。
③次年度へ向けての課題 「活動分析表」の各項目をより具体的なものにし、段階的な「評価」に対応する段階的
な
「手立て」
を分析表に反映させ、
主体的な活動の成立に結び付けることが課題である。
（３）講評 飯野順子氏より
①授業講評
小学部の音楽では、環境音の静けさに配慮されていた点が良かった。また、楽器が児童
の実態に沿って用意されていたことが素晴らしかったとの御講評をいただいた。
中学部の係活動では、スーパートーカーで発声された後、周りの教師が繰り返し言って
いた点が良かった。生徒の行動によって、周りの反応が返ってくるという有用感が感
じられるとの御講評をいただいた。
②全体の講評
成長・発達は縦に伸びることと、スモールステップで横に広がることである。変化では
なく変容と捉える。特別支援は特に多面的・柔軟的・共感的に子供を理解し、評価する
ことが大切であるとの御講評をいただいた。

＜ 種池ゆき乃 ＞

２ A 部門高等部

講師 東京都教職員研修センター教授 三室 秀雄氏

（１）Ａ部門高等部発表
①授業実践報告

Ⅳグループ（知的障害を併せ有する教育課程）作業学習における活動評価表の活用実践
について報告した。
②今年度の研究を通して 書式については昨年度の研究で活用していた活動評価表を引き続き利用することとし
た。活動評価表の作成することで、
「１つの活動に対する全員に共通した漠然とした
目標」や「授業全般を通した１人の生徒の大きな目標」でなく、
「この活動に対する生
徒個々の目標」に、じっくり向き合うことができた。その過程で「この生徒にはこれ
ができるようになってほしい」という目標や、主体的に活動するための環境（合理的
な配慮）について検討することができた。生徒理解が進むことで、
「可能な限り『手を
出さない』
『声を掛けない』過不足ない支援」ができるようになり、生徒が主体的に活
動できる場面が増え、それにより達成感・充実感が高まっている様子が見られる。
③次年度に向けての課題 ○より多くの教師が活動評価表を作成できるような工夫を検討する。
○長期的に生徒の成長・変容を追い、活動評価表を活用した授業改善の検証を行う。
（２）講評 三室秀雄氏より
活動評価表は個々の実態と課題に合わせて作られており素晴らしい。今後どのような力を付けていったら良
いのか。作業学習の中にもアクティブラーニングがあると考えている。より良い手順、環境を自分で考え、工
夫する力が生きる力につながる。ハンドサッカー大会に iPad を使用した視覚支援と頬の動きを拾うセンサース
イッチによるシュート課題で出場する町田の選手がいる。授業の取組で開発された環境設定により、ハンドサ
ッカーでも主体的に活躍しており、アクティブラーニングと言える。学習習得状況把握表は提示された課題を
授業に生かすことが難しい面があり、各項目における目標の段階を示した資料を作成した。活動評価表の参考
にしてほしい。確立した生徒個々の環境設定を移行支援の取組として卒後に引き継いでほしい。

＜ 田中 顕一 ＞
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