
37 



意欲・主体性を引き出すこと、高等部であることを踏まえたキャリア教育的観点に
ついて御指導いただいた。 

38 



フィールドでのやりとりはなく、PK戦のようなシュート合戦を行った。 

39 



よりよい目標・環境設定・支援方法を確立・共有するため、書式改訂の協議を行っ
た。資料Bを御覧ください。まず、段階化された目標に環境設定や支援方法を含め

ると長くなってわかりにくくなってしまうため、環境設定・支援方法と行動目標を分
けた。また、対象生徒にどうなってほしいのかが端的にわかるように個別目標を表
記した。書式がすっきりしたことで、より情報を共有しやすくなった。 

40 



呼名・挨拶と選択の評価表を、２名抜粋して掲載した。今までの指導は、支援者の
見立てや経験、センスに頼っており、一貫性のなかった指導であったが、情報が共
有され、学習の積み重ねが期待できるようになると考える。 
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東京都立町田の丘学園                                         指定授業② 

国語・算数 学習指導案 
 

日 時 平成３１年２月７日 木曜日 

                                     １０時００分～１０時４５分 

                                  場 所 小学部６年Ａ組教室 

                                  対 象 肢体不自由教育部門小学部 

わいわいグループ２名 

                                  授業者  久保 恭子（Ｔ１） 

  上田 百代（Ｔ２） 

                                      

１ 単元名    すごろくゲーム（数量、多少の理解、数の合成・分解について） 

 

２ 単元の目標  

（１）ものの名前、動詞、数字など、いろいろな種類の言葉に触れ、身近な言葉を身に付ける。【知・技】 

 （２）数の系列や数の構成に関わる活動を通して、数の概念が分かる。【知・技】 

（３）３語又は４語で構成する文による指示や説明を聞き、指示に応じた行動ができる。【思・判・表】 

（４）ものの個数に着目して数字や数詞、多い・少ない等を読み取り、表現する。【思・判・表】 

（５）言葉や数に関わり、言語活動、数学的活動を行うことに楽しさや興味をもつ。【学びに向かう力、人間性等】 

  

 ア 知識及び技能 イ 思考力、判断力、表現力等 ウ 主体的に学習に取り組む態度 

単
元
の
評
価
規
準 

・ものの名前、動詞、数字など、

いろいろな種類の言葉に触れ、

身近な言葉を身に付ける。 

 

・数の系列、数の構成に関わる活

動を通して、数の概念が分か

る。 

・３語又は４語で構成する文に

よる指示や説明を聞き、その

指示に応じた行動ができる。 

 

・ものの個数に着目して数字や

数詞、多い・少ない等を読み

取り、表現する。 

・言葉や数に関わり、言語活動、

数学的活動を行うことに関して

楽しさや興味をもつ。 

単
元
の
具
体
的
な
評
価
規
準 

① 単語を聞いて、選択肢の中か

ら該当する絵を選択するこ

とができる。 

 

② 「右（左）」といった方向に

関する単語を聞いて、その方

向を指したり、見たりする。 

 

③ 「○○から何番目」と言わ

れ、その場所を指したり、見

たりする。 

 

④ サイコロ（１～３の目のみ・

２～４の目のみ・１～６の

目）を転がし、出た面の数字

の分だけ、コマを進めること

ができる（すごろくのルール

が分かる）。 

 

⑤ 数字や具体物を見て、５まで

の合成・分解ができる。 

①「絵を描くに〇を付けてくだ

さい。」等の文を聞いて、指

示された行動をすることが

できる。 

 

②４までの具体物の個数を数

え、数詞又は数字で表現する

ことが、すごろくゲームの中

でもできる。 

 

③「多い、少ない」を読み取り

指差しや口頭で答えること

がすごろくゲームの中でも

できる。 

 

④５までの具体物の個数を数

え、数詞又は数字で表現する

ことがすごろくゲームの中

でもできる。 

①言語活動、数学的活動を行うこ

とに楽しさや興味をもって学習

に取り組む。 

 

②困難な課題に直面した際に、周

囲の人に援助要求する（固まっ

たり、目が泳いだり、黙るので

はなく、ヒント（お助けマン）・

教員・友達から解き方を得よう

とする）。 

 

 



３ 指導観 

（１） 単元観 

  ア 学習指導要領の視点より 

 本単元では、特別支援学校学習指導要領解説（平成３０年度３月）・第４章・第４節小学部の各教科の

内容で示されていることと関連付け、以下のように単元目標を設定する。 

    なお、単元目標（５）の「学びに向かう力、人間性等」については、「教科及び段階の目標においてま

とめて示し、指導事項のまとまりごとに示すことはしていない。教科及び段階の目標において挙げられて

いる態度等を養うことにより、「知識及び技能」と「思考力、判断力、表現力等」の育成が一層充実する

ことが期待される。」とある。 

【
知
識
及
び
技
能
】 

国語２段階  

ア 言葉の特徴や使い方に関する事項 

（ウ）身近な人との会話を通して、物の名前や動作など、いろいろな言葉の種類に触れること。 

  

算数２段階 
 Ａ 数と計算 
 ア（ア）㋕数の系列が分かり、順序や位置を表すのに数を用いること。 
          ○ク１つの数を２つの数に分けたり、２つの数を１つの数にまとめたりして表すこと。 
      
 Ｃ 測定  
ア（ア）㋒長い・短い、重い・軽い、高い・低い及び広い・狭いなどの用語が分かること。 

上記と関連付け、単元目標（１）「ものの名前、動詞、数字など、いろいろな種類の言葉に触
れ、身近な言葉を身に付ける。」（２）「数の系列、数の構成に関わる活動を通して、数の概念が
分かる。」を設定する。 

【
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
】 

国語２段階 

Ａ 聞くこと・話すこと  

イ 簡単な指示や説明を聞き、その指示等に応じた行動をすること。 

 

算数２段階 

 Ａ 数と計算 

 ア（イ）○ア数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方に
ついて考え、それらを学習や生活で興味をもって生かすこと。 

Ｄ データの活用 

イ（イ）㋐身の回りにあるものの個数に着目して、絵グラフなどに表現し、多少を読み取って
表現すること。 

上記と関連付け、単元目標（３）「３語から４語で構成する文による指示や説明を聞き、指示
に応じた行動ができる。」（４）「ものの個数に着目して数字や数詞、多い・少ない等を読み取り
表現する。」を設定する。 

 

   イ 自立活動の視点より 

     特別支援学校学習指導要領解説自立活動編、第６章自立活動の内容、「４環境の把握（２）感覚や認知

の特性についての理解と対応に関すること」と関連付けて単元目標を設定する。 

「４環境の把握（２）感覚や認知の特性についての理解と対応に関することは、保有する視覚、聴覚、

触覚、嗅覚、固有覚、前庭覚などの感覚を十分に活用できるようにすること意味している」とある。ま

た、「幼児児童生徒の一人一人の認知の特性に応じた指導方法を工夫し、不得意なことを少しずつ改善で

きるように指導するとともに、得意な方法を積極的に活用するように指導することも大切である」と記

載されている。 

本児童らは、小さな刺激にも反応できる反面、音や視界に入る人等に注意が転導し、注意を持続する

ことが困難になる場面やしっかりと見たり、聞いたりせずに思い込みで活動をしてしまう場面がある。

視覚、聴覚情報に対して注意を持続できるようになるための課題を設定（単元目標として（３）（４））

した。教師は児童らが視聴覚情報を収集しやすい集中できる環境設定を行う。 

   

 （２）児童観 

わいわいグループは、４年生１名、６年生１名の２名で構成されており、知的障害を併せ有する教育課



程で学んでおり、学習に対しては意欲的なグループである。 

身体面や手の操作性は、細かな動きを行うことに困難さがあるが、２名とも健康であり体調を崩すこと

はあまりない。 

認知面において児童らは、集中して最後まで聞いたり、見たりすることに困難がある。１、２回繰り返

すことで先を見通せる力がある一方、一部の情報から思い込みによって行動したり、応答したりすること

がある。 

精神面においては、自信をもって自分なりの表現方法で発表することや自信がない問題に対しては、援

助要求や問題に挑戦せず黙ってしまう等の課題がある。また、普段接していない人がその場にいるだけで

固まって動けなくなってしまう児童もいる。 

コミュニケーションは、２名とも日常生活で使う簡単な会話をおおむね理解している。発声に困難を抱

えている児童もいるが、文字表などを使用して表出している。「だれがどうした」の文の形での表現をする

こともあるが、単語や２語文、単語の一部であることが多い。 

国語・算数における児童らの実態は、「５  単元に関する個々の児童・生徒の実態と本時の目標」に記

述する。多少の理解は、１対１対応ができる状態や、数に注目することができれば、どちらが多いか答え

ることができる。数量の理解については、２名とも、どんな形であっても答えることができるのは３であ

り、４からは曖昧である。４までの数量の問いに関しては、「最初から誤答する（５と答える）」、「正誤に

関わらず、教師が黙っていると４、５、６等に答えが変わる」、「言い方が少しでも変わると答えることが

できない」といった様子から、４以上は曖昧なことが分かる。 

 

（３）教材観 

＜国語＞ 

「よーくきいて」：１学期から継続的に実施している。身近な言葉の学習に加え、聴覚情報に注意を傾け

ることを狙いとした課題である。１学期の途中からプリントに使用している選択肢を２択から４択に変え

名詞の学習を行い、２学期の途中から名詞に加え日常生活で使用する動詞を加えていった。３学期からは、

名詞、動詞に加え、形容詞も行い、知識を増やしていく。 

 ＜算数＞ 

「どこどこどこ」：順序数、位置に関する用語の学習を行う。紙コップ人形がケーキを隠した。隠した紙

コップ人形がどこにいるのか、教師の「ケーキを食べたのは、○○の紙コップです」の口頭による情報か

ら当てる課題である。紙コップ人形とケーキやリンゴなどの食べ物消しゴムを使うことで、児童の意欲を

高めている。２学期からの継続課題であり、２学期は「右左真ん中」の位置情報について行った。２学期

末から位置情報に加え、○○から何番目という順序数の学習も行っている。３学期は、順序数の学習を深

め、さらに位置に関する用語の知識を身に付ける。 

「ころころ どんどん」： サイコロを使ったすごろくゲームである。すごろくの中に算数の数に関する

問題が出題される。１、２学期に学習した知識を使い、問題を解いて、ゴールを目指す課題である。でき

ないと思った際に諦めずに済むように、解き方ヒントを用意しておく（お助けマン）。お助けマンは、それ

らの課題を解く上で、考え方のヒントを出してくれる存在である。できないと諦めるのではなく、学習に

向かう力を身に付けられるようになればという思いから、設定した。 

 

  

４ 年間指導計画における位置づけ 

本学習グループ（知的障害を併せ有する教育課程）の国語・算数は、年間を通して「言葉が表す事柄を想起した

り受け止めたりする力を養い、日常生活における人との関わりの中で伝え合い、自分の思いをもつことができる

ようにする。」、「 １０までの数の概念や表し方について分かり、数についての感覚をもつとともに、ものと数と

の関係に関心をもって関わることについて、技能を身に付けようとする。」ことを主なねらいとして学習を進めて

いる。 

本学習グループは週に６コマ、国語・算数の授業がある。内訳は個別課題の時間が２コマ、人前で自分の伝えた

い出来事等を発表したり、それを聞いて質問したりする時間が２コマ、国語に重点を置いた学習が１コマ、算数

に重点を置いた学習が１コマである。その中で授業者（Ｔ１）が担当している国語・算数は、主に算数に重点を

置いている授業である。 

１学期は「１対１対応での多い少ない」の学習、「１対１で確認した後に数を数え、少ない方に、後いくつ加え



れば同じになるのか」の学習を、食べ物の消しゴムと紙コップ人形を使って行った。また、具体物での合成分解

の学習をしていた児童もいたため、少し遊びの要素を取り入れた課題も行った。数の合成分解の学習を行ってい

なかった児童には、具体物を数える学習を同じ課題の中で質問を変え取り組んでいた。 

２学期は、「位置に関する用語（右左真ん中）」、「○○から何番目（順序数）」、「４までの数を数える」、「右と左、

合わせていくつ」という学習を行い、測定の基礎となる用語の学習や、具体物を数える学習、数の合成分解を行

った。 

３学期は、継続する言葉の課題「よーくきいて」、順序数に関する課題「どこどこどこ」と、１、２学期に行っ

た学習内容の知識を活用する課題「ころころ どんどん」サイコロゲーム（すごろく）を行う。 

 



５ 単元の指導計画（１０時間扱い） 

学習内容 学習活動 
学習活動に即した 

具体的な評価規準 

第
１
～
３
時 

「よーくきいて」 

・生活で使用する言葉を知る。 

 

 

「どこどこどこ」 

・右（左）が分かる。 

・○○から何番目（順序数３まで）

が分かる。 

 

「ころころ どんどん」 

・すごろくの際のルール（数え始

めが分かる） 

・４までの数量、合成分解ができ

る。 

「よーくきいて」 

イラストを基に、言葉を学習。言葉を聞いて、選択肢

を選ぶプリント学習。 

 

「どこどこどこ」 

右左をしっかりと確認後、「○○から何番目の紙コッ

プにケーキがあります」などの問題を聞き、どこの紙

コップにケーキがあるのか指さす学習。 

 

「ころころ どんどん」 

サイコロの数字を見て、コマを進める、数字→数量の

学習とすごろくの途中に問題があり、それを解く（数

量→数字の学習）。 

ア－① 

ウ－① 

 

 

ア－② 

ア－③ 

ウ－① 

 

 

ア－④ 

イ－② 

ウ－① 

ウ－② 

第
４
～
７
時
（
本
時
） 

「よーくきいて」 

・生活で使用する言葉を知る。 

・３語から４語で構成する文によ

る指示や説明を聞き、それに応

じた行動をする。 

 

「どこどこどこ」 

・右（左）から何番目（順序数４

まで）が分かる。 

 

「ころころ どんどん」 

・１学期の既習の課題をすごろく

ゲームの中でもできる。（４ま

での数量、合成分解ができる。）

（ものの個数に着目し、「多少」

について表現できる。等） 

「よーくきいて」 

「重い（ランドセル）に丸を付けてください」等の文

を聞いて、指示された行動をする問題。 

 

 

 

「どこどこどこ」 

上記と同様。（紙コップの前に右・左等のカード（ヒ

ント）は、答えを確認するときに提示する。 

 

「ころころ どんどん」 

１、２学期に学習できたことが、すごろくゲームの中

でもできるのか応用問題。例）２種類のものを提示し

て、多いのはどっちと聞いたり、数が異なる際、同じ

にするにはどうすればいいのか聞いたりする等の学

習。 

ア－① 

イ－① 

ウ－① 

 

 

 

ア－② 

ア－③ 

ウ－① 

 

ア－④ 

イ－② 

イ－③ 

ウ－① 

ウ－② 

第
８
～
１０
時 

「よーくきいて」 

・上記と同様 

 

「どこどこどこ」 

・上下が分かる。 

・○○から何番目（４までの順序

数）が分かる。 

 

「ころころ どんどん」 

・今まで学習してきたことを使

い、課題を解くことができる。 

・５までの数量、合成分解ができ

る。 

「よーくきいて」 

上記では扱っていない言葉についての学習。 

 

「どこどこどこ」 

上記に加え、位置情報に上下を加え、順序数の学習を

行う。 

 

 

「ころころ どんどん」 

上記に加え、５までの数量を扱う。 

ア－① 

イ－① 

ウ－① 

 

ア－② 

ア－③ 

ウ－①② 

 

ア－④ 

ア－⑤ 

イ－②③④ 

ウ－①② 

 



６  単元に関する個々の児童・生徒の実態と本時の目標 

 実態 目標 指導の手立て 

Ａ 

 

４

年

女

児 

<認知・認識> 

・近視（眼鏡は不使用）であるが、個別

学習を行う上では支障はない。 

・聴覚良好 

・理解力は５歳程度であるが、経験の有

無により凸凹がみられる。 

 

<国語> 

ひらがな、カタカナ、一部の漢字を理

解している。発語は不明瞭、表出には文

字表等を使用。表出できる語彙はかなり

少なく、単語の一部、単語、又は単語＋

助詞で終わることが多い。 

 

<算数> 

数量⇔数字の理解で確実なのは３であ

る。４～１０のものは平面のものを数え

るプリント形式の問題では 8 割程度、正

答することが多いが、具体物（立体的な

もの）になると４～１０の数量→数字の

正答率が下がる。５までの具体物（数量）

を使用しての合成・分解は理解している。 

○よーくきいて 

・イラストを見て、「絵を描くに、

丸を付けてください」等の簡単

な指示を聞き、その指示に応じ

た行動ができる。 

○どこどこどこ 

・「右（左）から○番目の紙コップ

君が持っています」と言われた

際にその方向を指すことができ

る。 

・自分が指名されている時に、解

答する。 

 

○ころころ どんどん 

すごろくゲームの中でも 

・バラバラに置かれた２種類の具

体物（４まで）を見て、どちら

が多いか少ないか考え、答える

ことができる。 

・具体物を使った数（４まで）の

集合数や合成分解の課題を解く

ことができる。 

・数字を使った合成分解等、難し

い課題で、ヒントカード等を使

い問題に取り組む。 

・これから問題を言うことを

伝え、集中を促す。 

 

 

 

・右手どっち？と利き手を確

認する。 

・みぎ・ひだり、数字カード

を用意して答えが正しいか

確認する。 

・友達の答えにつられないよ

うに必要に応じて視線を遮

る。 

・ヒント（お助けマン）を用

意して、考え方のヒントに

なるようする（あきらめず

に問題に取り組む）。 

・見えやすいように課題を提

示する。机の位置に気を付

ける。 

Ｂ 

 

６

年

女

児 

 

６

年

女

児 

<認知・認識> 

・視覚は左眼優位、右眼弱視、眼振があ

る。１ｍ位離れたホワイトボードの１

０㎝四方の文字や数字を読むことがで

きる。手元の文字は１㎝四方位のもの

を読む。 

・聴覚は良好である。 

・４歳前半レベルの理解があるが、経験

の狭さもあり凸凹がある。 

 

<国語> 

２～３語文での簡単な会話ができる。

助詞は抜けることが多い。ひらがな５０

音をほぼ読むことができるようになって

きた。 

 

<算数> 

数字の読みや数唱は１０までは確実で

あり、数詞↔数量概念の理解は３までが確

実であり、４、５は理解しつつある。数

の大小の理解がある。プリント（平面）

よりも具体物（立体的）の課題での正答

率が高い。 

○よーくきいて 

・イラストを見て、「絵を描くに、

丸を付けてください」等の簡単

な指示を聞き、その指示に応じ

た行動ができる。 

○どこどこどこ 

・集中して問題を聞く。 

・右左が分かり、その方向を指さ

す。 

・数字のヒントカードを使い、右

（左）から何番目を答えること

ができる。 

○ころころ どんどん 

すごろくゲームの中でも 

・具体物見て、多い・少ないが分

かる。 

・具体物を使った数（３まで）の

集合数や合成分解の課題を解く

ことができる。 

・難しい問題にも諦めず、ヒント

カードを使おうとする。 

・これから問題を言うことを

伝え、集中を促す。 

 

 

 

・左手どっち？と利き手を確

認する。 

・右左カードを提示する。 

 

 

 

 

・ヒント（お助けマン）を用

意して、考え方のヒントに

なるようにする（あきらめ

ずに問題に取り組む）。 

 

・見えやすいように課題を提

示する机の位置に気を付け

る。 

 



７ 本時（全１０時間中の７時間目） 

 （１）本時の目標 

・３語から４語で構成する文を聞き、問題を解くことができる。 

・「右（左）から何番目」の順序数が分かる。 

・すごろくゲームの中でも今まで学習してきた、「多い・少ない」や４までの数の合成分解、数量の問題を

解くことができる。 

  ・分からないときは、諦めるのではなく、ヒントカード等を使おうとする。 

（２） 本時の展開（児童２名） 

 ・学習内容 

〇学習活動 
指導上の留意点と配慮事項 

具体的な評価規準 

A B 

導
入
１０
分 

○挨拶 

・学習のはじまりを意識する。 

・注目できているのを確認し

てから、挨拶をする。 

・声をしっかりと出して挨拶をする。 

・T１に注目する。 

○グループの歌 

・学習の始まりを意識する。 

・歌詞に合わせた行動をする。 

・歌詞に合わせた行動をする

際に必要に応じて、合図を

送る。 

・歌を歌いながら、歌詞に応じた行動（手をつなぐ

等）ができる。 

・大きな声で歌う。 

○学習予定の確認 

・本時の流れが分かる。 

・本時に行うことを見えやす

いように提示する。 

・予定表に書かれている文字をしっかりと読む。 

・本時の流れを理解する。 

展
開 

３０
分 

○「よーく きいて」 

・集中してプリントに描かれた

絵に関連する文を聞き、該当

する絵に丸を付ける。 

・集中するように促してから、

話し始める。 

・イラストを見て、「絵を描くに、丸を付けてくださ

い」等の簡単な指示を聞き、その指示に応じた行

動ができる。 

○「どこどこどこ」 

・順序数の学習。 

「○○から何番目」と聞い

て、該当する紙コップ人形を

指す。 

 

・解答する児童を指名する。 

・児童が解答後、数カード、

右左カードを使用し、視覚

的に何番目が分かるように

する（確かめの活動。すぐ

に正答を言わない）。 

 

・「右（左）から○番目の

紙コップ君が持って

います」と言われた際

にその方向を指すこ

とができる。 

・自分が指名されている

ときに、解答する。 

 

・「左手はどっち」と聞か

れて左手を挙げること

ができる。 

・「（右）左から○番目の

紙コップ君が持ってい

ます」と言われた際に

その方向を指すことが

できる。 

○「ころころ どんどん」 

・順序数、集合数、数の合成分

解の学習。 

 サイコロ（２～４）を転がし、

出た目の数だけ、コマを進め

る。 

 止まった目に対応する問題

（集合数、数の合成分解）を

解く。 

 

・数字を見て、進む数が分か

らない場合は、ヒントカー

ドを提示する。 

・動かす前に、コマがどこま

で進むのか指差しをしても

らう。 

・どこに置くのか、コマを動

かした時に混乱しないよ

う、必要に応じて目印を置

く。 

・すごろくゲームの中で

もバラバラに置かれた

２種類の具体物（４ま

で）を見て、どちらが

多いか少ないか考え、

答えることができる。 

・すごろくゲームの中で

も具体物を使った数

（４まで）の集合数や

合成分解の課題を解く

ことができる。 

・数字を使った合成分解

等、難しい課題で、ヒ

ントカード等を使い問

題に取り組む。 

・すごろくゲームの中で

も具体物見て、多い・

少ないが分かる。 

・すごろくゲームの中で

も具体物を使った数

（４まで）の集合数や

合成分解の課題を解く

ことができる。 

・難しい問題にも諦め

ず、ヒントカードを使

おうとする。 

ま
と
め 

５
分 

○ 振り返り 

・授業について振り返る。 

 

・活動を想起しやすいよう予

定カードを児童らの前に提

示する。 

・頑張ったところなどの

感想を文字表で表現で

きる。 

・頑張ったところなどの

感想を口頭で表現でき

る。 

○ 挨拶 

・Ｔ１に注目し、挨拶する。 

・注目できているのを確認し

てから、挨拶をする。 

・声をしっかりと出して挨拶をする。 

・T１に注目する。 



  

 

（３）配置図  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

８ 授業観察の視点 
 ＜目標＞ 

ア 児童の目標と評価規準の内容は適切であったか。 
  イ 児童の目標設定は一人一人の実態に合ったものであったか。 

 

＜展開＞  
ア 本時の目標を達成するための学習活動となっていたか。 

  イ 児童の障害の状態に応じた指導であったか。 

 

＜学習活動に即した評価、指導の留意点＞ 
  ア 言葉かけは、児童に分かりやすいものであったか。 

イ 児童の学習意欲を高める学習活動の工夫があったか。 
ウ 教材・教具は、効果的であったか。 

 

Ｔ１ 

Ｔ２ 

ホワイトボード 

Ｔ１ 

Ｔ２ 

ホワイトボード 

机 

B 

 
A B A 

 

す
ご
ろ
く 

机 



単元に関する個々の児童・生徒の実態及び活動分析（２名） 

Ａ 

 

４

年

女

子 

児童の実態 

<認知・認識> 

・近視（眼鏡は不使用）であるが、個別学習を行う上では支障はない。 

・聴覚良好、聴覚優位。 

・５歳程度の理解力があるが、経験の有無により凸凹がみられる。 

<国語> 

・ひらがな、カタカナ、一部の漢字を理解している。 

・発語は不明瞭、表出には文字表等を使用。表出できる語彙はかなり少ない。 

・単語の一部、単語、又は単語＋助詞で終わることが多い。 

<算数> 

・数量⇔数字の理解で確実なのは３である。 

・４～１０のものは平面のものを数えるプリント形式の問題では 8割程度、正答。 

・具体物（立体的なもの）になると４～１０の数量→数字の正答率が下がる。 

・５までの具体物（数量）を使用しての合成・分解は理解している。 

活動分析 

活動内容 目標及び想定される行動 必要な手立て 

すごろくゲームを

行い、出題される

問題を解く。 

・数量 

・合成分解 

① すごろくを転がし、出た数の分だけ、コマを

進め、出題される問題を解き、正答する。 

 

② すごろくを転がし、出た数の分だけ、コマを

進め、問題は誤答するが、ヒント出しながら、

１つずつ確認して正答する。 

・１つずつヒントを出していく。 

 

③ 周囲に自ら援助要求をして、問題を解く。 自ら援助要求しない場合は、ヒントを出して

くれるお助けマンを見せる。 

④ 答えが分からず、わからないことを伝え、ヒ

ントをもらい、問題を解く。 

ヒントを出してくれるお助けマンを見せて、

使用するかどうか尋ねる。 

記録 

Ｂ 

 

６

年

女

子 

生徒の実態 

<認知・認識> 

・視覚は左眼優位、右眼弱視、眼振がある。 

・１ｍ位離れたホワイトボードの１０㎝四方の文字や数字を読み、手元の文字は１㎝四方位のものを読む。 

・聴覚は良好。 

・４歳前半レベルの理解があるが、経験の狭さもあり凸凹がある。 

<国語> 

・２～３語文での簡単な会話ができるが、助詞は抜けることが多い。 

・ひらがな５０音をほぼ読むことができるようになってきた。 

<算数> 

・数字の読みや数唱は１０まで、数詞↔数量概念の理解は３までが確実。 

・４、５は理解しつつある。数の大小の理解はある。 

・プリント（平面）よりも具体物（立体的）な課題での正答率が高い。 

活動分析 

活動内容 目標及び想定される行動 必要な手立て 

すごろくゲームを

行い、出題される

問題を解く。 

・数量 

①出題される問題を解き、問題を一人で考えて解

き、正答する。 

 

②問題は誤答するが、ヒント出しながら、１つず

つ確認して正答する。 

１つずつヒントを出していく。 

 

③周囲に自ら援助要求をして、問題を解く。 自ら援助要求しない場合は、ヒントを出して

くれるお助けマンを見せる。 

④答えが分からず固まるが、お助けマンを使用の

有無を聞かれた後に、それを使用して問題を解

く。 

ヒントを出してくれるお助けマンを見せて、

使用するかどうか尋ねる。 

記録 

 

 



 
東京都立町田の丘学園                                         指定授業① 

 
音楽 学習指導案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

１ 単元名 「ドレミで音楽」 

 

２ 単元の目標 

Ａ１グループ 

（１）楽器や音に関心を持ち、自分なりの方法で音を出す。 

（２）友達の演奏や伴奏に気付き、一緒に演奏したり声を出したりする。 

（３）音や音楽を味わって聴いたり表現したりし、音楽の美しさや楽しさを身近な人と共有する体験を重ねる。 

Ａ２グループ 

（１）音名や音階について知り、簡単な旋律を演奏する。 

（２）友達の演奏や伴奏を意識して、合わせて演奏したり歌ったりする。 

（３）音や音楽を味わって聴いたり表現したりし、音楽の美しさや楽しさを身近な人と共有する体験を重ねる。 

 

３ 単元の評価規準 

 ア 知識及び技能 イ 思考力・判断力・表現力等 ウ 主体的に学習に取り組む態度 

単
元
の 

評
価
規
準 

Ａ
１ 

進んで音や音楽に関わり、
自分なりの方法で楽器を演
奏する。 

友達の演奏や伴奏に気付き、一緒に
演奏したり声を出したりしようと
する。 

音や音楽を味わって聴いたり表現
したりし、音楽の美しさや楽しさ
を身近な人と共有する体験を重ね
る。 

Ａ
２ 

音名や音階について知り、
簡単な旋律を演奏する。 

友達の演奏や伴奏を意識して、合わ
せて演奏したり歌ったりする。 

学
習
活
動
に
即
し
た 

具
体
的
な
評
価
規
準 

Ａ
１ 

①音楽や音、楽器に気づき、

表情を変えたり声を出した

り身体を動かしたりして、

関わろうとする。 

②必要に応じて補助具を使

ったり支援を受けたりし

て、楽器を鳴らす。 

①ピアノ伴奏を聞いて、一緒に楽器

を鳴らしたり声を出したりする。 

②グループで旋律を分担して演奏

する際、友達も一緒に演奏している

ことに気付き、自分のパートを演奏

する。 

①音楽や音を味わって、感じた楽

しさや美しさを自分なりに言語や

表情で表現する。 

②グループで演奏をする際、他グ

ループの演奏に耳を傾け、感想を

自分なりに言語や表情等で表現す

る。 

 Ａ
２ 

①音には音名があり、音を

並べることで旋律になるこ

とを知る。 

②実態に応じた簡易的な楽

譜を見て旋律を演奏する。 

①ピアノ伴奏を聞いて、合わせて楽

器を鳴らしたり歌ったりする。 

②グループで旋律を分担して演奏

する際、友達のパートや自分のパー

トを意識して演奏する。 

 

 

日 時 平成３１年２月７日木曜日 

    １０時００分～１０時５０分 

場 所 第二音楽室 

対 象 Ａ部門中学部１～３年生計１１名 

授業者 鈴木 菜津美  （T1） 

    島本 恭子   （T2） 

    森  大和   （T3） 

    山本 拓    （T4） 

秋葉 祥子   （T5） 

上原 ひとみ  （T6） 

杉山 美香   （CS） 

    浅沼 五月   （CS） 

    大塚 雅史   （CS） 

    安養寺 尚経  （CS） 



４ 指導観 

（１）単元観 

新学習指導要領、教科の視点より本単元では、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領・第 2 章第 2 節中学

部・音楽の内容と関連付けて展開する。 

単元目標（１）は学習指導要領１段階Ａ表現イ（ウ）「思いや意図にふさわしい表現をするために必要な次の技

能を身に付けること。㋐簡単な楽譜を見てリズムや速度を意識して演奏する技能㋑音色や響きに気を付けて，打

楽器や旋律楽器を使って演奏する技能」に依拠する。肢体不自由をもつ生徒にとって楽器演奏は容易でない場合

も多いが、自ら楽器に関わろうとし、演奏する力を身に付けてほしいと考え設定した。 

単元目標（２）は、学習指導要領１段階Ａ表現ア（ウ）「思いや意図にふさわしい歌い方で歌うために必要な次

の技能を身に付けること。㋒友達の歌声や伴奏を聴いて声を合わせて歌う技能」イ（ウ）「思いや意図にふさわし

い表現をするために必要な次の技能を身に付けること。㋒友達の楽器の音や伴奏を聴いて、音を合わせて演奏す

る技能」に依拠する。学習や生活の様々な場面で、他者の存在への気付きや意識が課題となる生徒たちにも、音

を合わせたり重ねたりすることで協働して音楽活動をする楽しさを体験し、音楽に親しみ豊かな情操を培ってほ

しいと考え設定した。 

単元目標（３）は、学習指導要領依拠１段階（１）目標イ「音楽表現を考えて表したい思いや意図をもつことや、

音や音楽を味わいながら聴くことができるようにする。」ウ「進んで音や音楽に関わり、協働して音楽活動をする

楽しさを感じながら、様々な音楽に触れるとともに、音楽経験を生かして生活を明るく潤いのあるものにしよう

とする態度を養う。」に依拠する。音楽の楽しさや美しさを感じるだけでなく、身近な人と共有する経験を重ねる

ことで、音楽科の目標として掲げている「様々な音楽に親しんでいく態度を養い、豊かな情操を培う」ことへと

繋がると考え設定した。 

自立活動の視点より 

特別支援学校学習指導要領解説自立活動編第６章自立活動の内容３「人間関係の形成（１）他者とのかかわりの

基礎に関すること。（３）自己の理解と行動の調整に関すること。」の内容と関連付け展開する。音や音楽は、非

言語コミュニケーション手段でもあり、言語でのやりとりが難しい重度重複障害をもつ生徒にとっても、他者の

存在への気付きや他者との関わりの基礎に結びつきやすい。また、②具体的指導内容例と留意点に「自己に対す

る知識やイメージは、様々な経験や他者との比較を通じて形成されていく。障害のある幼児児童生徒は、障害に

よる認知上の困難や経験の不足等から自己の理解が十分でない場合がある。知的障害のある幼児児童生徒の場合、

過去の失敗経験等の積み重ねにより、自分に対する自信がもてず、行動することをためらいがちになることがあ

る。このような場合は、まず、本人が容易にできる活動を設定し成就感を味わうことができるようにして、徐々

に自信を回復しながら、自己に肯定的な感情を高めていくことが大切である。肢体不自由のある幼児児童生徒の

場合、経験が乏しいことから自分の能力を十分理解できていないことがある。自分でできること、補助的な手段

を活用すればできること、他の人に依頼して援助を受けることなどについて、実際の体験を通して理解を促すこ

とが必要である。」とある。音楽の授業においてもこのような経験を積み重ねることもねらって、単元目標と関連

付けている。 

 

（２）生徒観 

音楽は中学部の生徒全員で行う授業である。中学部は全員が自立活動を主とする教育課程で学んでいる。実態や

課題によってＡ１グループ（１年生 1 名、２年生４名、３年生１名、計６名）Ａ２グループ（１年生２名、２年

生３名、計５名）の２つの集団に分かれており、グループ別で行う授業と合同で行う授業で教育課程が構成され

ている。 

＜Ａ１グループ＞ 

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

持いすを使用し、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る場合もある。医療的ケアを受けて

いる生徒は２名で、授業中に吸引を行う場合もある。健康状態が安定せず、学習の継続性に課題がある生徒や、

発作が多く常に様子観察が必要な生徒等がおり、健康面で配慮する事項が多い集団である。視覚聴覚については、

全般的に聴覚優位の生徒が多い。視機能検査では全員が課題をもっており、見え方に配慮して教材提示する必要

がある。言語・認知面では、三項関係（人―物―人）、手段―目的関係（こうなったらこうなる、予測）、人や物

への永続性（見る・注視・追視・見比べ）に課題があり、身近な大人との繰り返しの丁寧なやりとりの中で力が

発揮できるようになっていく生徒たちである。楽器演奏に関わる手の操作性については、多少の不自由さはある

ものの１人でばちをもって太鼓を叩く等の意図的な操作が可能な生徒は１人で、他の生徒はばちが手から離れな



いように補助具を用いる、微細な手の動きで操作が可能な楽器を選択する等の支援や工夫が必要な生徒たちであ

る。 

＜Ａ２グループ＞ 

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椅子や座位保

持椅子を使用している。１名は介助歩行が可能である。医療的ケアを受けている生徒は１名で、授業中に吸引を

行う場合もある。それぞれに健康・障害面への配慮が必要ではあるが、概ね体調は安定している。家庭事情等で

欠席しがちで学習の継続性に課題のある生徒もいる。視覚聴覚面では、全般的に聴覚優位の生徒が多い。視機能

検査では全員が課題をもっており、それぞれの見え方に配慮して教材提示する必要がある。言語・認識面では、

音声言語での会話が成立する生徒、50 音のひらがなの理解し文字ボードを用いてコミュンケーションが可能な生

徒、オウム返しやパターン的な言葉が多いが、丁寧なやり取りを通して、場に応じた発語が増え始めている生徒

等実態が幅広い。身近な大人から、同年代への友達へと対人関係の広がりが芽生えつつある集団のため、個々の

課題を明確にしつつも、集団での活動を大切にしていく中で言語・認識面や社会性の広がりを図ることを目指し

ている。楽器演奏に関わる手の操作性については、全員が可動域の狭さや微細なコントロールの難しさ等、多少

の不自由さはあるものの、1人で意図的な操作が可能な生徒たちである。 

 

（３）教材観 

 本単元では、音楽表現の幅を広げ、音楽体験を深めるために、生徒の実態に応じて音名や音階について知った

り、旋律楽器の演奏をしたりすることを目標にしているが、生徒のほとんどは打楽器でのリズム演奏の経験が主

で、まだ音名や音階には馴染みが浅い。そのため、映画・ミュージカル「サウンドオブミュージック」のなかで

マリア先生がトラップ一家の子どもたちに音名を教える場面で歌われ、日本でもペギー葉山の訳詞により広く知

られている「ドレミの歌」を題材の１つに設定した。各節の歌詞の冒頭が「ドレミファソラシ」になっていて、

なおかつ各節の旋律の冒頭も「ドレミファソラシ」になっているため、音名に親しむために適している。本単元

では音名と身体の各部位へのタッピングを対応させて、音の上昇や下降の移り変わりを身体で感じる身体表現活

動と、１人１音を担当して音名に合わせて演奏する活動を設定し、音名や音階に親しむための導入の題材として

設定した。また、旋律楽器の演奏のための曲は、アメリカ民謡「ゆかいな牧場」を題材とした。この曲は旋律を

①音の跳躍を含むパート（ソソソレミミレ）星グループ②順次進行のみのパート（シ(シ)ラ（ラ）ソ）花グルー

プ③単音のみのパート（ソ）鳥グループに分けることができるため、幅広い実態の生徒たちが、各自の課題に応

じて①②③のパートを分担して演奏することが可能で、協働して１つの楽曲を演奏する活動につなげられるため、

本単元で中心として扱う題材に設定した。 

 

５ 年間指導計画における位置付け 

 音楽の授業では、年間を通じて始まりの歌から授業が始まり、歌唱・身体活動・器楽と適宜鑑賞を加えた一定

の流れで毎回授業を行っているが、単元によって中心として扱う題材を変えている。１学期前半に、交互唱等歌

唱を中心に扱い、１学期後半から２学期に掛けてはリトミックの要素を取り入れた身体表現やダンス、打楽器で

のリズム演奏や自由奏を扱い、１１月の文化祭では国語や美術の教科とも関連付けて劇発表「町田の丘楽団のゴ

ーシュ」のなかで楽器演奏やダンス、歌唱を発表した。本単元はこれまで学習してきたことを発展させ、旋律楽

器の演奏や友達と協働しての演奏を扱う。 

 

６ 単元の指導計画（１８時間扱い） 

 学習活動 目標・学習内容 

第１次 

４時間 

・歌唱「友達になるために」 

・身体表現「ドレミの歌」 

・器楽「音階を演奏しよう」 

・行事の歌を知り、慣れる。 

・音名と対応させた身体の部位へのタッピングを感じる。 

・音名や音階を知り、音の移り変わりを感じて演奏する。 

第２次 

３時間 

 

・歌唱「友達になるために」 

・身体表現「ドレミの歌」 

・器楽「ドレミの歌」 

・範唱や伴奏を聴いて一緒に歌う。 

・音の移り変わりを身体のタッピングで表現したり、感じ

たりする。 

・音階を構成する１音を担当し、友達と協働して演奏する。 

第３次 

５時間 

・歌唱「体育集会の歌」 

・身体表現「ドレミの歌」 

・器楽「ゆかいな牧場」 

・行事の歌に慣れ、範唱や伴奏を聴いて一緒に歌う。 

・音の移り変わりを身体のタッピングで表現したり、感じ

たりする。 



・自分の担当する旋律の一部を練習する。 

第４次 

６時間 

（本時６時間中

の２時間目） 

・歌唱「体育集会の歌」「卒

業式の歌」 

・身体表現「ドレミの歌」 

・器楽「ゆかいな牧場」 

・行事の歌に慣れ、範唱や伴奏を聴いて一緒に歌う。 

・音の移り変わりを身体のタッピングで表現したり、感じ

たりする。 

・友達と協働して旋律を演奏し、発表する。 

 

７ 指導に当たって 

（１）授業の形態の工夫 

・活動分析表を活用した授業記録表を作成し記録表を手元において授業を行うことで、生徒に付く STが目標・プ

ロンプトを確認して授業に臨み記録を残せるようにした。 

（２）指導内容・方法の工夫 

・幅広い実態の生徒が一緒に行う授業のため、旋律楽器の演奏曲を、難易度の異なる３パートに分けられる曲と

し、実態に合わせたパートを担当できるようにした。 

（３）教材・教具の工夫 

・生徒が理解できるよう、色と音名を表すひらがなを併せた簡易的な楽譜を作成した。 

・生徒が得意な動きに合わせて、鳴らしやすい楽器を選んだり、鳴らしやすくするための加工をしたりした。 

 

８ 本時（１８時間中の１４時間目） 

（１）本時の目標 

Ａ１グループ 

・範唱や伴奏を味わって聴き、一緒に声を出したり、表情等で感じた気持ちを表現したりする。 

・音の移り変わりに合わせた身体のタッピングをしたり、感じ取ったりする。 

・自分のパートの部分で楽器を鳴らす。 

Ａ２グループ 

・範唱や伴奏に合わせて、一緒に歌う。 

・音の移り変わりを意識して、身体をタッピングする。 

・自分のパートを理解して、友達と協働して旋律を演奏する。 

 

（２）本時の展開（別紙１）と単元に関する生徒の実態及び活動分析（別紙２） 

 

（３）授業参観の視点（授業者のニーズ） 

・生徒の自己内対話や自発的な動きや表現を引き出すことができていたか 

・ＭＴとＳＴの連携がとれていたか 



（別紙１）本時の展開  

※本来展開は歌唱→身体表現→楽器演奏の順で毎回行っているが、助言者の先生の参観の都合上、活動分析

の場面になっている楽器演奏を前半に行う。  

 

配置図  

①                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○学習活動  指導上の留意点  

配慮事項  

配置
図  

評価  

基準  

導
入
10

分  

○始まりの挨拶をする。  

・日直の生徒が挨拶をする。  

○始まりの歌  

・１人ずつ歌に合わせた呼名に応
じる。  

○本時の活動を伝える。  

・日直に注目し、始まりを意識できるようにする。 

 

・Ｔ２が生徒にマイクを向ける、生徒同士でマイ
クを受け渡しする等、実態に応じて呼名へ応じる
ように促す。  

①  

 

イ -①  

ウ -①  

 

展
開
①
20

分  

○楽器演奏「ゆかいな牧場」  

・自分のパートの練習をする  

・各パート 1 人ずつの３人１組で
発表し、聴き合う  

・活動分析表をもとに、各生徒に応じた支援を行
う。なるべく少ない支援で演奏できるよう働き掛
ける。  

・発表する生徒が前に出て演奏し、聴いている生
徒が注目しやすいようにする。  

・自分の演奏だけでなく、友達と協働して旋律を
演奏することを意識付けられるようにする。  

②  

①  

ア -①②  

イ -①②  

ウ -②  

展
開
②  

10

分  

○身体表現「ドレミの歌」  

・音の移り変わりを身体のタッピ
ングで表現したり、感じたりする。 

・安全に支障のない範囲で車椅子のテーブルやベ
ルトを外し、動きやすくする。  

・音の上昇や下降の移り変わりを身体で感じるこ
とができるよう働き掛ける。  

①  ア -①  

ウ -①  

展
開
③
5

分  

○歌唱「体育集会の歌」  

・行事の歌として音楽の時間にも
練習をしている。  

 

・Ｔ２がマイクを向けることで、発声することに
気付くきっかけや意欲付けとなるようにする。  

・すべての歌詞を歌うことが難しい生徒には、「ま
ちだ」「オー」の掛け声のところを中心に発声を
促す。  

①  イ -①  

ウ -①  

ま
と
め
5

分  

○今日の授業内容の確認、まとめ
をする。  

○終わりの挨拶をする。  

・日直に注目し、大きな声ではっ
きりと挨拶をする。  

・各生徒の頑張りを、互いに認め合えるようにす
る。  

・日直に注目し、授業の終わりを意識できるよう
にする。  

①  ウ -①  

ピアノ  
ホワイトボード  



②グループ練習時  

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ホワイトボード  

鳥グループ  

ピアノ  

星グループ  

花グループ  



（別紙２） 

（２）単元に関する個々の児童・生徒の実態と本時の目標 

Ａ 

Ａ
１
グ
ル
ー
プ 

１
年
生
男
子 

生徒の実態 

【視覚・聴覚】優位眼：右眼。視力は良い。眼球運動：左、共同偏視。左方、下方の眼位であることがほとんどである。視野を広く

取り、情報を多く把握しようとするためか、首を右に動かして見ようとすることがある。聴覚問題なし。 

【認識】表出手段は表情、身体の緊張を含めた左手の拳上。タイミングよく問い掛けに発声で応えられることもある。教師の大きな

動きや擬音語、擬声語など見聞きすることを好み、また、音（音楽）が聞こえてくると表情を変化させ、期待感や楽しさを表現する。

「バス」など理解していると思われる単語もあり、友達や教師の会話を聞いて表情を変化させることもある。小さな動きでも鳴らせ

るように道具を工夫することで、手を動かして打楽器を鳴らすことができる。 

【単元の目標】自分のパートの部分で卓上ベルを鳴らす 

活動分析（思考力・判断力・表現力等の観点から抜粋） 

活動内容 目標及び想定される行動 必要な手立て 

楽器演奏 

鳥グループ

のパートを

担当し、チ

ャイムにつ

いた紐を引

いてを鳴ら

す 

①STが早めに予告すると、自分で腕を動かしてチ

ャイムを鳴らす 

STが 2回目の星グループのメロディーのところで予告し、準備

を促す 

②ST が早めに予告し、腕や肘を支える介助をする

と、自分で腕を動かしてチャイムを鳴らす 

STが 2回目の星グループのメロディーのところで予告し、腕や

肘を動かす際の支点になるよう支える程度の介助をする 

③ST が早めに予告し、腕や肘の支えと本人の動き

に合わせた介助をしてチャイムを鳴らす 

STが 2回目の星グループのメロディーのところで予告し、肘や

腕を介助して、動き出しをサポートする 

④STと一緒にチャイムを鳴らす 肘や腕を支え、一緒に鳴らそうと言葉を掛けながら一緒に鳴らす 

Ｂ 

Ａ
１
グ
ル
ー
プ 

２
年
生
女
子 

生徒の実態 

【視覚・聴覚】３０ｃｍ程度の距離が見やすい範囲。筋緊張から右方向に顔を向けることが多いため、右方向を見ていることが多い。

聴覚問題なし。 

【認識】表出手段は表情や右手の挙上。時々タイミングよく問い掛けに発声で応えられることもある。音や音楽が好きで、音（音楽）

が聞こえてくると表情を変化させたり、発声したりして、期待感や楽しさを表現する。因果関係を理解して物に働き掛けること（手

を動かしてボールを落とす等）ができるようになってきているが、まだ安定的に力が発揮できるまでには至っていない。腕を動かす

ことで、チャイムや太鼓に触れて鳴らせるが、音を聴くことに集中していて、手を動かすことに意識が向かないことが多い。 

【単元の目標】自分のパートの部分で、ハンドベルを鳴らす 

活動分析（思考力・判断力・表現力等の観点から抜粋） 

活動内容 目標及び想定される行動 必要な手立て 

楽器演奏 

鳥グループ

のパートを

担当し、ハ

ンドベルを

鳴らす 

 

①ST が早めに予告すると、自分で腕を動かしてベ

ルを鳴らす 

STが 2回目の星グループのメロディーのところで予告し、準備

を促す 

②ST が早めに予告し、腕や肘を支えて動き出しを

サポートすると、その後は自分でベルを鳴らす 

STが 2回目の星グループのメロディーのところで予告し、動き

出しのみ肘や腕を介助する 

③STが早めに予告し、STが常に本人の動きを助け

て腕や肘を支えて介助し、ベルを鳴らす 

STが 2回目の星グループのメロディーのところで予告し、常に

腕や肘を支えて本人が手を動かしやすいように介助する 

④STと一緒にベルを鳴らす 肘や腕を支え、本人の動きを助けて一緒に鳴らす 

Ｃ 
 

Ａ
２
グ
ル
ー
プ 

２
年
生
女
子 

生徒の実態 

【視覚・聴覚】視覚的には目についたところ一点を見るなど、全体を見渡すことが苦手。ポインティングして促すと、指先を追って 

見ることができる。聴覚、問題なし。 

【認識】表出手段は、音声言語や身振り。一音一音区切って単語を発語する。「はじめます」が「はじめまぷ」になる等、音が違う

ことがある。身近な言葉は理解しているものも多く、二語文が出始めている。歌唱は、伴奏に合わせてフレーズの最後や、一部の発

音しやすい部分を一緒に歌うことができるようになってきている。友達と積極的に関わろうとする。やりたくないことがあると、指

示されてもかなり長い間拒否を示すことがあったが、気持ちを調整する場面も見られるようになっている。リズムやタイミングの曖

昧さはあるものの、伴奏や友達の演奏を意識して演奏できる。 

【単元の目標】自分のパートを理解して、卓上ベルで演奏する 

活動分析（思考力・判断力・表現力等の観点から抜粋） 

活動内容 目標及び想定される行動 必要な手立て 

花グループ

のパートを

担当し、卓

上ベルを鳴

らす 

①指揮者（MT）の合図に従って自分のパートを演奏する 指揮者（MT）が入るタイミング等を示す 

②ST からの予告と、指揮者（MT）の合図で自分のパートを

演奏する。 

前のパートの友達が演奏しているときに、次は Cさんの

パートであることを伝え、入るタイミングを合図する 

③STからリズムと音名を言葉かけしてもらって、演奏する STが音名とリズムがわかるように歌って示す 

④ST からリズムと音名の言葉かけと指差しをしてもらっ

て、演奏する 

音名とリズムを歌って示し、併せて指差しも行う 

 



東京都立町田の丘学園 

 
保健体育科 学習指導案 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 単元名    「ハンドサッカー」 

 

２ 単元の目標 

・自分なりの表出（仕草、発声）でスポーツする楽しさを表現することができる。 

・自分のシュート課題に見通しをもち、主体的な動きでシュートしてゴールする。 

 ・シュート後のボールの行方や支援者からのフィードバックから、ゴール・ノーゴールを感じ取り、成功に喜 

んだり、失敗に悔しがったりする。 

 

３ 単元の評価規準 

 ア 関心・意欲・態度  イ 思考・判断  ウ 運動の技能  エ 知識・理解  

単元（題材）の評価

規準  

・自分の順番を楽し

みに待ち、意欲的に

活動できる。 

・チームメイトを中

心に友達のシュー

トにも関心をもつ。 

 

 

・審判の合図を受け

て、主体的にシュー

ト動作を始める。 

・ボールやゴールの

位置をよく見て、シ

ュートが成功する

ように方向を意識

する。 

・シュート課題とし

て求められた動作

に対して、身体をコ

ントロールして主

体的にシュートす

る。 

 

・自分のシュート課

題を理解し、活動の

見通しをもってシュ

ートする。 

学習活動に即した具

体的な評価規準 

①活動したい意欲を

表情や発声で表し

ている。 

②友達のシュート場

面を関心をもって

見守っている。 

 

①審判の笛が鳴っ

てからシュート動

作を開始している。 

②ボールの位置を

把握し、的確につか

んだり、押しだした

りする。ゴールの位

置を把握し、シュー

トの方向を定めた

りゴールに向かっ

て歩行する。 

①つかむ、投げる、

押しだす、歩いて運

ぶなど、課題となる

動作を的確に行う。 

①できるだけ支援な

く、主体的にシュー

ト動作ができる。 

 

４ 指導観 

（１）単元観 

本単元は【特別支援学校高等部学習指導要領】の第２章第２節にある「保健体育」の目標「適切な運動の経験や健康・

安全についての理解を通して、心身の調和的発達を図り、明るく豊かな生活を営む態度と習慣を育てる」及び２内容の

第２段階「（１）体つくり運動、いろいろなスポーツ、ダンスなどの運動を通して、体力や技能を高める。」や、第７

章自立活動における「３ 人間関係の形成 （４）集団への参加の基礎に関すること」と関連付けて設定した。 

本単元で扱うハンドサッカーはチーム対戦型の集団球技である。他の競技と違い、障害の種別や程度に応じたポジシ

ョン設定があり、フリースローのようなシュート場面では生徒個々の障害実態に応じてボール・距離・方法を自由に設

日 時 平成３1年 2月 7日 木曜日 

    １０時００分 ～ １０時５０分 

場 所 体育館 

対 象 Ａ部門高等部１.２.３年生 J グループ 計９名 

主任教諭 佐藤 善弘（T１） 教諭 堀越 龍太郎（T２） 

主任教諭 色摩 里津（T３） 教諭 伏見 祐希（T４） 

主任教諭 上條純一（T５）  教諭 三代 知子（T６） 

教諭 岡野 一成（T７）   介護職員 伊住 光 (T８) 

介護職員 加藤 久代（T９） 介護職員 遠藤 芽以 (T10) 



定できるという柔軟性ある競技規則となっている。重い障害のある子供達が一般的な集団球技に参加することは困難で

あることが多いが、ハンドサッカーにおいては、ルールが選手にアダプテッドしていく面が強く、重い障害のある生徒

達が一定の競技性、緊張感の下でプレイすることが可能である。 

今回の対象グループではボールをドリブルするフィールドプレイヤーを務められる生徒はいないため、フリースロー

を行うシューター（ポイントゲッター・スペシャルシューター）となり、シュートコンテスト（サッカーでいうPK合戦）

で勝敗を決するようにアレンジを行った。生徒個々の認知・身体の状態に合わせたシュート課題を設定することで、各

生徒がゴールを期待して主体的に運動すること、ゴールの成功・失敗を感じ取り表現すること、チームや勝敗を意識す

ることなどをねらいとしている。またハンドサッカーは都内の部活動で盛んに取組まれており、東京都大会を始め対外

試合が多い競技である。卒業後もクラブチームによる活動が活発で生涯スポーツとして位置づけられており、重い障害

のある生徒、卒業生にとって貴重な社会参加の場となってきた。ハンドサッカーを通して運動する喜びや自信を積み重

ね、QOL向上につなげていきたい。 

 

（２）生徒観  

高等部は９名全員が自立活動を主とした教育課程の生徒である。学習面（認識面）では、授業に対し、見通しを

もつまでに時間がかかる生徒と授業の流れをつかめば意欲的に取り組むことのできる生徒もいる。運動面では、

全員が車椅子での移動介助があり、随意的に動きが少ない生徒もいるので安全管理を第一としながらも、同じ活

動で参加できるようする必要がある。体調面では、全員安定しているが、６名が医療的ケアを要する生徒であり、

４名日常的な吸引を要する生徒が在籍しているため、その生徒に医療的ケアを実施できる教員若しくは看護師を

体制に加える必要がある。 

日常では、教員を介してやりとりすることがほとんどであり、介助を伴わない行動は限定される。生徒に働きか

ける場合は基本的に生徒一人に対して教員一人の体制で活動を行っており、車椅子に乗っている際、突然手や足

が出る場合もあるので目を離すことがないので常に注意が必要である。また、視力が弱く光覚程度しか見えない

生徒や緊張が強く顔が横を向いたまま頭が固定されている生徒もいるので、生徒がわかりやすいように教員との

位置関係に配慮が必要である。また、卒業後を考えると興味関心を一つでも多く増やすことが課題として上げら

れる。まずは『自分以外の友達、支援者やもの に関心を向け、一緒に活動』を年間で積み重ねることを課題とし

た。 

 

（３）教材観 

 ハンドサッカーは、既存の競技では十分に対応しきれない様々な実態の障害をもつ子ども達に合わせ、活躍の

場を広げ、個々の能力を引き出し、心身を健全に育成するために考え出された競技である。競技内容やルールも

工夫されており、障害の状態に合わせ、段階的にフィールドプレイヤー(F)、スペシャルシューター(SS)、ポイン

トゲッター(PG)とゴール キーパー(GK)を設定している。J グループ体育の授業では、生徒の実態からスペシャル

シューター(SS)とポイントゲッター(PG)の役割を担い、他グループの生徒と授業でみんなが一緒に行う競技とし

てハンドサッカーを取り入れている。校内行事でのハンドサッカー大会に向け、観客の前でプレーヤーとして達

成感を与えられるようにし、卒後の就労先や余暇活動にて経験を高めていけるとよい。 

 

 

５ 年間指導計画における位置づけ 

 本単元は「ハンドサッカー」として、１１～２月の全１０回を使い行う。４月から行った「サーキット運動」

や自ら意思をもち、体を動かそうとすることが年間指導計画の大きな目標であり、自分で体を動かした⇒事象が

起こるという明確な達成感を感じることができる単元となっている。 

 

１学期 ２学期 ３学期 

体つくり運動 

サーキット 

水泳 

球技(ボッチャ) 

体つくり運動 

水泳 

球技（ボッチャ／ハンドサッカー） 

体つくり運動 

球技（ハンドサッカー）本単元 

 

 

 



６ 単元の指導計画（８時間扱い） 

学習内容・学習活動 目標・ねらい 

①②③④ハンドサッカーシュート練習 
本単元の活動に興味・意欲をもつ。 

自分のシュート課題に見通しをもち、主体的にシュートする。 

⑤⑥⑦⑧⑨⑩チーム対抗戦 
試合の緊張感の中で、主体的にシュートし、ゴールする。 

競い合いを楽しむ。仲間と達成感を共有する。 

 

 
ねらい 学習内容・学習活動 

学習活動に即した 
具体的な評価規準（評価方法） 

第１～４時 
 

・本単元の活動に興味・意

欲をもつ。 

・自分のシュート課題に見
通しをもち、主体的にシ
ュートする。 

・体操 
・ハンドサッカー 
  シュート課題 

アー① 
（やってみたい意欲を表情や発
声で表現しているか） 

イー①、②、ウー①、エー① 
（シュート方法は正しいか、支
援の濃度はどうか） 

第５～１０
時 

（本時９時） 

・試合の緊張感の中で、主

体的にシュートし、ゴー

ルする。 

・競い合いを楽しむ。仲間
と達成感を共有する。 

・体操 
・ハンドサッカー 
  シュートコンテスト 

アー① 
（やってみたい意欲を表情や発
声で表現しているか） 

イー①、②、ウー①、エー① 
（シュート方法は正しいか、支
援の濃度はどうか） 
アー② 
（友達の活動に関心があるか、
チームメイトを意識できてい
るか） 

 

７ 指導に当たって 

（１） 授業の形態の工夫 

・年間を通して、授業内容における展開以外の流れは変えず、見通しをもち活動に臨めるようにした。ま

た、２学期に行った単元であるボッチャの活動をベースに３学期のハンドサッカーで自分の役割を担っ

た集団的活動へとつなげて楽しめるようにした。 

・生徒の活動場所と教員の立ち位置を工夫し、生徒全員が手本を見たり話を聞いたりしやすいようにした。 

・支援者（教員・CS）の中で担当する生徒をあらかじめ決めておき、その情報を共有することで授業内の

ＳＴの役割を明確にした。 

 

（２） 指導内容・方法の工夫 

・個別練習の際は、ゴールを複数設置し、練習の待ち時間が多くならないようにした。 

・授業の流れをホワイトボードに記入して提示し、見通しを持って生徒が活動に取り組めるようにした。 

・課題に取り組む前に支援者が手本を示し、生徒が課題内容を理解しやすいようにした。 

・生徒の実態に合わせてボール・距離・自助具を含むシュート方法を課題として定めた。シュートが成功しな

かった際は、失敗の要因を分析し、「練習すればできるようになるのか」「環境設定や支援方法の改善が必

要か」「課題が高すぎるか」を検討し、改善した。 

 

（３） 教材・教具の工夫 

 ・自助具は個別に設定、調整した。 

・ボールは個別課題に合ったボールを使用している。 

・投げることや転がすことを意識できるように周囲の賞賛や笛の合図を鳴らし生徒に知らせた。 

 

８ 本時（全１０時間中の９時間目） 

（１）本時のねらい 

 ・試合の緊張感の中で、主体的にシュートし、ゴールする。 

・競い合いを楽しむ。仲間と達成感を共有する。 

 



（２）本時の展開と活動分析（別紙） 

 学習内容 学習活動 指導上の留意点と配慮事項 学習活動に即

した具体的な

評価規準 

導

入

５

分 

・挨拶 

 

・本時の説明 

・授業の始まりを意識し、得意な

方法で挨拶を行う。 

・本時の学習内容の見通しをもつ。 

・各自の挨拶を引き出す。 

 

・気持ちを盛り上げるように説明す

る。 

ア－① 

 

展

開

３

５

分 

・ウォーミングアッ

プ 

・シュート練習 

 

 

 

・シュートコンテス

ト 

・リズムに合わせて体を動かす。 

 曲「パプリカ」 

・２グループに分かれて、各自の

やり方で練習する。 

・ゴールやバーを３セット用意し

友達と交代する。 

・２チームに分かれててシュート

コンテストを行う。 

・ 一人１分程度の制限時間を設け

てシュートを行う。 シュート成功

者には、ホワイトボードにグッド

マークを 付けていく。 

・結果発表で試合結果を確認する。 

・支援者は生徒を介助する。 

 

・各生徒の課題でシュートする。 

 

 

 

・他の生徒は、投球者の横に待機し、

投球している友達の様子を見るよ

うにする。 

・シュート成功者には、ホワイトボ

ードにグッドマークを付けていく。 

 

ア－① 

イ－①② 

ウ－① 

エ－① 

 

ア－①② 

イ－①② 

ウ－① 

エ－① 

ま

と

め

１

０

分 

・本時のまとめ 

 

 

 

・挨拶 

・本時を振り返り、結果発表で各

生徒のねらいに即した評価を行

う。 

・次回の予定 

・授業の終わりを意識する。 

・本時の活動で良かったところや続

けてほしいことを簡潔に伝える。 

 

・次の授業への期待感を高める。 

・日直が挨拶を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）展開時の配置図 
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                                      ※Eは本日欠席です。 

 

 

（４）授業参観の視点 

 ・シュート課題、環境設定、支援方法は適切であったか。 

 ・目標、シュート課題、環境設定、支援方法が支援者間で共有されており、生徒の主体的な動きを引き出すこ

とができていたか。 

 ・上記により、学びの質が向上し、生徒の意欲や達成感につながっていたか。 

 

９  単元に関する個々の児童・生徒の実態と目標（個別指導計画との関連を図る） 

 実態 目標 指導の手だて 

Ａ 環境の変化に敏感だが、慣れてく

ると人とのかかわりを楽しむこ

とができる。左手優位。握る、放

す、摘まむなど可能。SRCウォー

カー歩行自発的な動きがみられ

る。 

審判の笛の合図後、一切の支

援なく、右に方向修正をしな

がらゴールに向かってウォー

カーで歩行し、ウォーカーご

とボールをゴールに入れる。 

○ゴールから７ｍ、左ポストから左に１ｍ

それた位置に生徒を配置する。ウォーカー

の先端にカゴをつけ、ボールを入れてお

く。 

○開始地点から２ｍ先に、右への方向修正

を促す障害物を設置する。 

○審判の笛の合図で歩行を開始し、障害物

を意識して右に曲がりながら、ゴールを目

指す。 

Ｂ 人との関わりを好み、表情や発声、

身体の緊張で気持ちを表現する。

低緊張だが気持ちの高揚とともに

高緊張・伸展緊張が見られる。意

識して手指を動かそうとすること

ができる。 

審判の笛の合図後は一切の支

援なく、６０秒以内に、手でボ

ールを転がす。 

○うつ伏せ台に乗り、ゴールから２ｍ離れ

て左肩が正面になるように位置する。 

○30～40 ㎝（左腕を伸ばしソフトボール

の上に左手をのせる距離）に投球台を置

く。 

○合図の後、左手でボールを転がす。 

Ｃ 明るく楽しい雰囲気を好み、笑っ

たり手を叩いたりして楽しさを

表現できる。左手優位。掴む、離

す、押す、引っ張るなどの動作が

可能。SRCウォーカー歩行自発的

な動きがみられる。 

友達や支援者の声援を受け、

意欲的にゴールに向かってウ

ォーカーで歩行し、６０秒以

内にゴールにたどり着く。 

（ゴールにたどり着くと、テ

ィーに置かれたボールが転が

りシュートが決まる） 

○ゴール正面から１ｍ離れた場所からウ

ォーカーで歩行する。 

○ 周囲の掛け声に反応し、ゴール手前ま

でいく。 

○ 手を前に伸ばし、ボールを触って下に

落とす。 

Ｄ 感情は豊かでよく見て聞いてい

て、人とのコミュニケーションを

好む。両手とも握ることが上手

く、手で持った物を口で確認する

支援者が両手を放すことで活

動の始まりを意識し、支援な

く頭や手を主体的に動かして

ボールを転がす。 

○ゴール正面から１ｍ位に生徒を配置す

る。 

○ボールに触れたらゴールに向かうよう

に、カットテーブルの角度、ボールを置く

 赤色 

チーム 

黄色 

チーム 

１ C A 

２ D B 

３ F H 

４ G I 

B 

C 

F 

A 

H 

I 

D 

G 

T１ 

T9 

T3 

T４ 
T10

T5 

 

T６

T8 

T7

T2 



動作が見られる。 台の浅さ、形状を調整する。 

○ボールをセットし、生徒の両手を支援者

がつかむ。審判の笛の合図後、支援者が手

を放し活動を始める。 

○ボールを意識し、頭や手でボールに触れ

て転がす。 

E 楽しい雰囲気を好み、友達がやっ

ていることを見て笑ったり自分

もやりたいと意欲を示したりす

る。右股関節の手術後。右手優位

だが、手を合わせる、振る、握る、

放すなどの動きができる。 

異なる色の矢印で示された３

つのコースからシュートが入

るコースにランプ（傾斜台）

の方向を判断し、そのコース

の矢印の色（赤または黄）を、

支援者に伝える。 

○「左右どちらかに外れる」「まっすぐ入

る」の２つのコースから、シュートが決ま

るコースを選ぶ。 

○決めたコースの矢印の色（赤または黄）

を、支援者に伝える。 

○支援者はその方向にランプを設置し、ボ

ールをセットする。 

○ボールを手で転がしシュートする。 

F 状況に合った言葉（語尾だけの言

葉が多い）で挨拶や気持ちを表現

することができる。紐や級などを

掴む、握る、引っ張る、入れる、

放すなどの動作が可能。 

審判の笛の合図後は一切の支

援なく、６０秒以内に、吊ら

れているボールをもぎ取り、

ランプ（傾斜台）に載せてシ

ュートを決める。 

○ゴールから１ｍ離れたところにランプ

先端がくるようにランプをセットし、その

後ろに生徒を配置する。 

○手がボールに届く位置にポールをセッ

ト。 

○合図の後、右手でボールをもぎ取り、ラ

ンプに置いて転がす。 

G 

 

周囲の状況を感じ取り、人とのコ

ミュニケーションを好む。口を動

かすことで一緒に話をする。日常

的に吸引を要し、うつ伏せ姿勢や

排痰、ネブライザーでの加湿も併

用している。 

審判の笛の合図を受け、６０

秒以内に左腕を前方に動か

し、ボールを押しだして転が

す。 

○ゴール正面から１ｍにベットを位置し、

左上側臥位になる。 

○左手の前に傾斜台を設置し、最上部にボ

ールを置く。 

○合図の後、左手を前方に動かし転がす。 

Ｈ 一度触ったあとに２回目を行う

とスムーズに応じられることが

多い。左手でも右手でも握らせる

と手をすぐに動かしはじめた。 

緊張が強いが自分で手のひらを

広げられる。 

ボール内の音声を頼りにボー

ルの位置を把握し、３０秒以

内にカットテーブル上からボ

ールを押しだして転がす。遠

ざかるボールの音でシュート

の成功を理解する。 

○ゴール正面から２ｍ離れた場所に車椅

子を位置する。 

○傾斜台付きのボール置き場をカットテ

ーブルに設置する。ボール置き場には段差

を付け、数回送り出さないと傾斜台に落ち

ないように設定する。 

○ボール置き場にボールを置き、ボール内

のチャイムを鳴らす。 

○合図の後、ボールを押しだす。 

Ｉ 明るく社交的で人との関わりが

好き。本人らしい表現方法（声を

出す、表情を変える、手を動かす

など）で要求や気持ちを伝える。

側弯が進行していて、４０～５０

分程度の活動時間を目安にして

いる。 

ボールがゴール方向に転がる

ように、求められたボールの

部位を手で押し出し、シュー

トを決める。 

○うつ伏せ台に乗り、ゴールから２ｍ離れ

て右肩が正面になるように位置する。 

○70㎝位（右腕を伸ばしギリギリ届く距

離）にサッカーボールを Tボールのポール

に置く。 

○合図の後、右手でボールを転がす。 

 



Ａ部門高等部 活動評価 ① 
 
Ａ部門高等部  Jグループ  【教科・領域名】保健体育   【単元名】ボッチャ                【授業日】平成３０年７月６日  
 

＊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。 

       

内容 全体目標 A B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ボッチャ

「転がす」 

＜活動１＞ 

 

 

 

 

○ボッチャのボール

に興味を示し意識

できているか。 

① 「ボールを置きます」の言葉掛けに対して、ボール又は

支援者の顔を見て、ボールに触ろうとする。 

② 「ボールを置きます」の言葉掛けに対して、ボール又は

支援者の顔を一瞬見る。（ボールには触ろうとしない） 

③ 「ボールを置きます」の言葉掛けに、敢えて見ようとし

ない。 

④ 寝ている。泣いている。 

 

① ランプに置かれたボールに気付き、注視する。 

 

② 教師の言葉掛けで、ランプに置かれたボールに気づき、

注視する。 

 

③ ランプに置かれたボールの上に手を載せる支援を受け

て、ボールに気付き、注視する。 

 

④ ②や③の支援を受けても目を閉じている。 

○ボールを転がせた

か。 

 

① 左肘を介助し、手をボールに触れさせ位置を確認させる

だけでボールを転がそうとする。又は転がす。 

② 左ひじを介助し、掛け声を掛けながら、何度も手をボー

ルに触れさせると、手が動きボールを転がそうとする。

または、転がす。 

③ セットされたボールに手を乗せ、その上から介助者が手

を乗せ、一緒にボールを転がす動作をすると手を動かし

ボールを転がそうとする。 

④ ボールに手を載せ、促しても手が動かない。 

 

② ランプに置かれたボールの上に手を載せる支援の後、左

手指を動かし、ボールを転がす。 

 

③ ①の支援の後、教師の言葉掛けで、左手指を動かし、ボ

ールを転がす。 

 

④ ②の支援の後、左手を触れる教師の支援を受けて、左手

指を動かし、ボールを転がす。 

 

④ ②や③の支援を受けても手指を動かそうとする様子が

見られない。 

○ボールの行方を意

識できたか。 

① ボールを転がし、称えられたことでできたことを理解し、

うれしそうな表情をする。（行方を理解しているわけでは

ない） 

② ボールなんて関係ない、という無関心な表情をする。 

③ ボールのことをいうと怒る。 

④ 寝ている。泣いている。 

 

① ランプを転がるボールの方向を、目を開けて見続ける。 

 

② ランプを転がるボールの方向を見る。 

 

③ 目を閉じている。 

 

⑤ ボールを転がせず。 

 



Ａ部門高等部 活動評価 ② 
 
Ａ部門高等部  Jグループ  【教科・領域名】保健体育   【単元名】ボッチャ                【授業日】平成３０年７月６日  
 

＊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。 

       

内容 全体目標            C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ボッチャ

「転がす」 

＜活動１＞ 

 

 

 

 

○ボッチャのボール

に興味を示し意識

できているか。 

①自らボールに手を伸ばしボールを意識することができる。 

 

②やる気はあるが、ボールに手を伸ばさずボールを意識する

ことができない。やる気を汲み取り、教員が声を掛ける。 

 

③意欲が薄く、ボールを意識する様子が見られない。意味付

けとして教員の支援の下ボールに手を伸ばすように力添

えする。 

 

④その他（他に注意がいっている等） 

○ボールを転がせた

か。 

 

①勾配具に置いたボールの位置へ右手を動かし、1回で押し

出して転がすことができる。 

 

②勾配具に置いたボールの位置へ右手を動かし、２～３回で

押し出して転がすことができる。 

 

③勾配具に置いたボールの位置へ右手を動かし、ボールに触

ることができる。 

 

④その他（寝ている等） 

○ボールの行方を意

識できたか。 

①ランプ上のボールが転がる様子を見続け、ボールが止まっ

た位置関係が理解できた。 

 

②ランプ上のボールが転がる方向を見るが、途中で視線が外

れる。 

 

③ボールへの意識が感じられない。 

 

④その他（他に注意がいっている等） 

 



全体目標 生徒名 個別目標 投球方法 活動評価表

A

審判の笛の合図後、一切の支援なく、
右に方向修正をしながらゴールに向
かってウォーカーで歩行し、ウォーカー
ごとボールをゴールに入れる。

○ゴールから７ｍ、左ポストから左に１ｍそれた位置に生徒を配置する。
ウォーカーの先端にカゴを付け、ボールを入れておく。
○開始地点から２ｍ先に、右への方向修正を促す障害物を設置する。
○審判の笛の合図で歩行を開始し、障害物を意識して右に曲がりながら、
ゴールを目指す。

①審判の笛の合図後に歩行を開始。支援なく障害物を意識して右に方向修正し、ゴールにたどり着く。
②審判の笛の合図後に歩行を開始。支援なく障害物を意識して右に方向修正するが、６０秒以内にゴールにたどり着けない。
③審判の笛の合図後に歩行を開始。障害物を意識できず、支援者のジェスチャー・声で右に方向修正して、ゴールにたどり着く。
④審判の笛の合図後に歩行を開始。障害物を意識できず、支援者のジェスチャー・声で右に方向修正するが、６０秒以内にゴールにた
どり着けない。
⑤審判の笛の合図後に歩行を開始。障害物を意識できず、支援者の働き掛けでも方向修正できない。６０秒以内にゴールにたどり着け
ない。

B

審判の笛の合図後は一切の支援なく、
６０秒以内に、手でボールを転がす。

○うつ伏せ台に乗り、ゴールから2ｍ離れて左肩が正面になるように位置す
る。
○30～40㎝（左腕を伸ばしソフトボールの上に左手をのせる距離）に投球台
を置く。
○合図の後、左手でボールを転がす。

①投球台に置かれたボールの上に手を載せる支援なしで、左手指を動かし、ボールを転がす。
②ボールの上に手を載せる支援の後、左手指を動かし、ボールを転がす。
③ボールの上に手を載せる支援の後、支援者の言葉がけを受けて、左手指を動かし、ボールを転がす。
④ボールの上に手を載せる支援の後、支援者に左手を触れられる支援を受けて、左手指を動かし、ボールを転がす。
⑤支援を受けても、手指を動かそうとする様子が見られない。

C

友達や支援者の声援を受け、意欲的に
ゴールに向かってウォーカーで歩行し、
６０秒以内にゴールにたどり着く。
（ゴールにたどり着くと、ティーに置かれ
たボールが転がりシュートが決まる）

○ゴール正面から１ｍ離れた場所からウォーカーで歩行する。
○ 周囲の掛け声に反応し、ゴール手前までいく。
○ 手を前に伸ばし、ボールを触って下に落とす。

①支援者が合図をした後、周囲の応援に反応しゴールに向かって歩き出す。
②支援者が両足を触り言葉がけすると、周囲の応援に反応し歩き出す。
③支援者と数歩共に歩いたあと、周囲の応援に反応し歩き出す。
④ 集中できず、動かない。

D

支援者が両手を放すことで活動の始ま
りを意識し、支援なく頭や手を主体的に
動かしてボールを転がす。

○ゴール正面から１ｍに生徒を配置する。
○ボールに触れたらゴールに向かうように、カットテーブルの角度、ボールを
置く台の浅さ、形状を調整する。
○ボールをセットし、生徒の両手を支援者がつかむ。審判の笛の合図後、支
援者が手を放し活動を始める。
○ボールを意識し、頭や手でボールに触れて転がす。

①支援者が両手を放すことで「始め」を認識し、支援なく自らボールに〔手を伸ばし、又はヘディングをし〕ボールを固定台から落とすこと
で投球する。
②支援者が左の肘をリードして、左手をボールに触れさせると活動内容を理解し、その後支援をはずしてもボールを固定台から落とし
て投球する。
③左肘をリードして、左手の指をボールに触れさせると活動内容を理解し、そのまま左肘を固定したままにすると、自らボールを固定台
から落として投球する。
④左肘をリードして、左手の指をボールに触れさせても活動をしようとせずボールを触らせられるのみ。
⑤情緒の乱れ、傾眠などで活動困難。

E

異なる色の矢印で示された３つのコー
スからシュートが入るコースにランプ（傾
斜台）の方向を判断し、そのコースの矢
印の色を、支援者に伝える。

○「左に外れる」「まっすぐ入る」「右に外れる」の３つのコースから、シュート
が決まるコースを選ぶ。
○決めたコースの矢印の色を、支援者に伝える。
○支援者はその方向にランプを設置し、ボールをセットする。
○ボールを手で転がしシュートする。

①支援者に色で正しいシュートコースを伝え、６０秒以内にシュートを決める。
②支援者に色でコースを伝えるが、正しいコースでなくシュートが外れる。
③支援者にはっきりコースを伝えることができない。コースの選択に迷う。６０秒経過。
④活動を理解しておらず、どうしていいか分からない。

F

審判の笛の合図後は一切の支援なく、
６０秒以内に、吊られているボールをも
ぎ取り、ランプ（傾斜台）に載せてシュー
トを決める。

○ゴールから１ｍ離れたところにランプ先端がくるようにランプをセットし、そ
の後ろに生徒を配置する。
○手がボールに届く位置にポールをセット。
○合図の後、右手でボールをもぎ取り、ランプに置いて転がす。

①合図（笛の音）を「始め」と認識し、自分からボールをもぎ取り、ランプに置く。
②支援者の言葉がけを「始め」と認識し、自分からボールをもぎ取り、ランプに置く。
③支援者の言葉がけや指さしでの指示を受けて、ボールに意識を向けてもぎ取ろうとする。
④支援者の言葉がけや指さしでの指示を聞くことができず、意識がそれてボールを取ろうとしない。

G

審判の笛の合図を受け、６０秒以内に
左腕を前方に動かし、ボールを押し出し
て転がす。

○ゴール正面から１ｍにベットを位置し、左上側が位になる。
○左手の前に傾斜台を設置し、最上部にボールを置く。
○合図の後、左手を前方に動かし転がす。

①審判の笛の合図後、左手でボールを押し出し、傾斜台に転がす。
②審判の笛の合図後、左手を動かすがボールが傾斜台に落ちず、支援者が助力し、傾斜台に転がす。
③本人のやる気はあるが左手が動かず、６０秒が経過する。
④体調不良や傾眠により活動が難しい。

H

ボール内の音声を頼りにボールの位置
を把握し、３０秒以内にカットテーブル上
からボールを押し出して転がす。遠ざか
るボールの音でシュートの成功を理解
する。

○ゴール正面から２ｍ離れた場所に車椅子を位置する。
○傾斜台付きのボール置き場をカットテーブルに設置する。ボール置き場に
は段差を付け、数回送り出さないと傾斜台に落ちないように設定する。
○ボール置き場にボールを置き、ボール内のチャイムを鳴らす。
○合図の後、ボールを押しだす。

①審判の笛の合図後、音の出るボールの位置を把握し、手でボールを転がす。
②支援者の言葉掛けで始まりを意識し、音の出るボールの位置を探し出し、手でボールを転がす。
③支援者の言葉掛けでも活動を始めることができず、ボールの位置を手で触ったり、ボールの位置を知らせたりして、ボールを転が
す。
④情緒不安定になっているか、動きを止めてしまい、活動することができない。

I

ボールがゴール方向に転がるように、
求められたボールの部位を手で押し出
し、シュートを決める。

○うつ伏せ台に乗り、ゴールから２ｍ離れて右肩が正面になるように位置す
る。
○70㎝位（右腕を伸ばしギリギリ届く距離）にサッカーボールをTボールの
ポールに置く。
○合図の後、右手でボールを転がす。

①審判の笛の合図を待てる。右手で正確にボールを押し出す。
②審判の笛の合図を待てる。ボールを押しだすが、シュートが外れる。
③審判の笛の合図を待てない。右手で正確にボールを押し出す。
④審判の笛の合図を待てない。ボールを押しだすが、シュートが外れる。

自
分
な
り
の
方
法
で
主
体
的
に
投
球
す
る

。
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A部門高等部Jグループ　ハンドサッカーシュートコンテスト　活動評価表



全体目標 生徒名 個別目標 活動の環境設定と支援方法 活動評価表

D

離れた支援者からの呼名に、
発語で返答する。

○呼名のやり取り時は、前方にいる支援者（授業主担者）のみが働き掛けることとし、周囲
のST・CSが視野に入ったり、声掛けしないように心掛ける。

○授業の流れに乗れていれば、２、３ｍ離れた場所からの呼名に返答できる。
○返答が「はい」でなく発声の場合は、「お返事は『はい』です」と伝え、もう一度呼名する。

①支援者が離れた前方から呼名すると、「はい」と発語で返答する。
②支援者が離れた前方から呼名すると、「あー」など発声で返答する。
③支援者が近くに来て呼名すると、「はい」と発語で返答する。
④支援者が近くに来て呼名すると、「あー」など発声で返答する。
⑤黙り込む、興奮して関係ない言葉を発し続けるなど、やり取りが成立しない。

A

離れた支援者からの呼名に、
発声で返答する。

○呼名のやり取り時は、前方にいる支援者（授業主担者）のみが働き掛けることとし、周囲
のST・CSが視野に入ったり、声掛けしないように心掛ける。

○呼名前に、「次は○○さんです。『あー』と声を出してお返事をしてください」と伝え、注意
を支援者に向け、心の準備をさせる。
○③や④の場合は、「○○してお返事してくれたね」と、行為を意味付けして返答する。

①支援者が離れた前方から呼名すると「あー」など発声で返答する。
②支援者が近くに来て呼名すると、「あー」など発声で返答する。
③支援者が近くに来て呼名すると、声は出ないが、コクリと頷くなどの返答のアクションをする。
④支援者が近くに来て呼名すると、支援者をじっと見つめる。
⑤働きかけに関心が向かない、情緒の乱れ、傾眠などで返事困難

全体目標 生徒名 個別目標 活動の環境設定と支援方法 活動評価表

D

正しい選択肢・好みの選択肢
を、支援なく左手で確実に選ぶ

○２択。選択肢を左右に２つ並べ、左手で触れて選ぶ。
○右目に視野欠損があるため、本人から見て左寄り（左肩の前が選択肢の中央になるイ
メージ）に選択肢を並べる。低い位置の物を見ることを怠ることがあるため、選択肢は目線
の高さ位まで上げるとよい。左利きのため、正解は右側に置くと選択の信頼性が増す。
○カードの意味、物の名称が分かっていても、選択することを意識せず、おもむろに手を
伸ばしてしまうことが少なくない。まず左手を支援者が抑えた状態で選択課題を説明し、説
明を終えたところで左手を解放するところから始める。最終的に左手の抑制なく、確実に
選択できるようになることを目指す。
○不正解を選んだ場合、もう一度課題を説明し、支援者が生徒の左手に手を添えて正解
の選択肢に触れることで、正解を記憶させる。

①課題の説明を聞き、選択肢をよく見て、正解の選択肢・好みの選択肢を左手で触れる。
②課題の理解の前におもむろに手を伸ばしてしまう。説明時に左手を抑制すると、課題を理解した上で、正解の選択肢・好みの選択肢を左手で触れ
る。
③課題の理解の前におもむろに手を伸ばしてしまう。説明時に左手を抑制すると、課題を理解した上で選択するが、不正解の選択肢を選ぶ。
④選択肢をよく見ず、判断しないで手を伸ばし続ける。

E

正しい選択肢・好みの選択肢
を、口や目の動きで支援者に
伝え、選ぶ。

○２択、３択。視野、見え方など視覚面に困難があると考えられ、選択肢を複数並べた中
で選ぶことは困難と思われる。最初に選択肢の数と内容を説明した上で、選択肢を１つず
つ提示し、正解の選択肢・好みの選択肢のときに口や目を動かすことで選択する。
○提示の際は、「２つの中から選んでください。１つ目はこの○○、２つ目はこの××で
す。」「この○○ですか？」「この××ですか？」と聞く。１つ目の選択肢が正解だが反応が
ない場合、反応を待ち続けると選択の活動自体が分からなくなってしまうことがある。３０
秒程度待って反応がない場合は次の選択肢に移ること。１つ目の選択肢への反応が小さ
く信頼度が低い場合も、次の選択肢に移ることで「反応が大きい→２番目を選択」「無反応
→１番目を選択」と確認することができる。
○不正解を選んだ場合、正解の選択肢を伝えること。

①明確な口・目の動きで正解の選択肢・好みの選択肢を選ぶ。
②口・目の動きはやや小さいが、支援者が再度確認するなどして、正解の選択肢・好みの選択肢を選ぶことができる。
③判断に迷っている、又は意思表示が不明確で、明確に選択することができない。
④傾眠、体調不良などで活動に参加することが難しい。

複
数
の
選
択
肢
か
ら

、
自
分
な
り
の
方
法
で

正
解
の
選
択
肢
・
好
み
の
選
択
肢
を
選
ぶ

。
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A部門高等部Jグループ　基礎活動評価表（挨拶）
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A部門高等部Jグループ　基礎活動評価表（選択）



自立活動部 

 

１ 研究テーマ 

 「自立活動ガイドブックの作成」 

 

２ 研究テーマの設定理由と研究の経過 

H27年度の研究は、介護職員の導入に当たり、児童・生徒の障害や発達に焦点を当てた介護の方法を研修内容として

まとめる、というものであった。内容は、（１）介助の基本・実際、（２）車いすでの介助方法について、（３）装具に

ついて、（４）ポジショニングの実際、（５）障害の見かた、（６）摂食指導について、の６項目である。 

 H28年度より学校介護職員が導入され、自立活動専任教員・担任と学校介護職員が協力して授業を進めることとなり、

教員以外の職種に対して、指導の根拠・ポイントを理解した、わかりやすい自立活動の指導が求められることとなった。

そこで、自立活動のより実践的な内容を含んだ研究として、自立活動ガイドブックの作成を行っている。昨年度までの

編集項目を以下に記す。 

 H27年度 

  ・介助の基本と実際    ・補装具について   ・ポジショニング     ・摂食指導について 

H28年度 

  ・二次障害について     ・身体の動かし方のポイント 

  ・自立活動室の授業で使用する道具について（姿勢保持具・歩行補助具を中心に） 

H29年度 

  ・呼吸について       ・認知発達について   ・運動発達・反射について  

  ・資料編：骨・筋の名称、（よく使われる）医学英語   

  

 

３ 研究方法 

（１）年間計画 

日付 内容 日付 内容 

5/16（水） 項目決定と分担 11/30（金） 資料（原稿）確認⑧ 

夏季休業中 各自原稿作成 12/14（火） 資料（原稿）確認⑨ 

9/3（月） 資料（原稿）確認① 12/7（金） 資料（原稿）確認⑩ 

9/4（火） 資料（原稿）確認② 12/19（水） プレ公開研内容確認① 

9/19（水） 資料（原稿）確認③ 12/21（金） プレ公開研内容確認② 

9/25（火） 資料（原稿）確認④ 1/23（水） 「まちだの実践」原稿確認 

10/17（水） 資料（原稿）確認⑤   

10/19（金） 資料（原稿）確認⑥ 2/6（水） 公開研に向けた準備 

11/8（木） 資料（原稿）確認⑦ 2/7（木） 公開研究会 

 

（２）研究方法 

   各自でガイドブックの資料を作成し、全体で内容を確認しながら検討した。 

 

４ 研究内容と経過 

（１）今年度の研究内容について 

  今年度は、①評価と見かた～身体の動きを視点にして～、②自立活動の授業の組み立て方、③自立活動室の授業

で使用する道具について（訓練用具を中心に）の項目と、資料編として、運動の方向の名称、変形の種類をまとめた。 



①  評価と見かた～身体の動きを視点にして～ 

  「肢体不自由」の障害について

の専門性を教員が高めていけ

るとよいと考え、「肢体不自由」

に最も関連が深い「自立活動」

の区分「５ 身体の動き」につ

いての評価の方法を記した。

「肢体不自由校」に来校する

PT・OT などの職種からのアド

バイスについて、専門言語の共

通理解を深めることで、教員が

よりアドバイスの内容を理解

できていけることをこの章の

目的とした。 

   児童・生徒を指導するときに、「特設自立活動」では、一人一人に個別に評価する中で、それぞれの課題を明確

にし、指導の方法を考えることになる。課題を見つけるときには、本人や家族の希望を中心に据えながら、「障害」、

「発達」、「生活」を視点にし、それぞれの評価を行い、本人の将来（卒後）をイメージしながら、取り組みの内容

を具体的に考えるようにしている。 

 

  ア 障害についての評価をどのようにすべきか 

ⅰ 診断名より推測する 

障害名より推測する－どの児童生徒も「診断名」（障害名）を持っており、それがどのような症状や病相を示

すのか把握することで、身体状況の意味が見えてくることも多くあるため、障害の内容をきちんと把握してお

くことは大事になる。 

ⅱ 身体の観察をする 

・健康状態の観察  ・筋緊張の状態  ・関節の可動域  ・変形拘縮   

・身体部分の大きさや長さ  ・筋力  ・感覚の評価   ・姿勢や運動の評価（反射・反応） 

上記の内容について、ガイドブックでは、それぞれの評価の方法を詳細にまとめた。 

その中でも、特に「姿勢や運動の評価」は重要な観察ポイントになる。 

     「姿勢や運動の評価」を行う際には、まず、我々が正常発達の姿勢や運動を理解することが大事になる。そ

の上で、正常発達と比べて、どのように異なっているか？ということや、左右非対称な姿勢や動きを、見比べ

ることも大切である。 

本人の姿勢や動きを観察することで、麻痺や痙性の影響、変形拘縮、利き手や利き足がわかる。また、動

作を見る時に、どこで始まって、どのように動いていくか？もポイントの一つである。これらを観察しなが

ら、どうして、そのような姿勢や動きになるかを考えることが評価となり、さらには取り組みの手立てにも

なる。 

ガイドブックでは、臥位、座位、立位などそれぞれの姿勢の観察ポイント、寝返り、よつばい、歩行など

の運動の観察ポイントを記した。 

 

  イ 発達（能力）の評価 

    発達の評価を行うときには、運動発達や認

知面での発達をやはり正常発達と照らし合わ

せ、本人の得意とするところ、不得意とする

ところを捉えていくことも大事になる。右の

表は、脳性麻痺の運動能力障害を評価する

GMFCS で、よく使用される評価である。レベ

ルの段階を覚えておくと、PTなどの療法士と

話すときに、共通言語として話の内容が理解

しやすくなる。 

 

障害 

（機能） 

発達 

（能力） 

生活 

本人や

家族の

希望 

麻痺や緊張、姿勢や運

動のパターン、 

変形拘縮、視覚や感覚

の障害など 

運動発達（粗大運動・巧緻運

動）、反射・反応、認知発達 

感覚（視覚・聴覚・固有感覚な

ど）の発達 

ADL（日常生活動作） 

トランスファー、食事、更衣、排泄 

補装具や移動用具の使用環境 

生活環境  など 



  ウ 生活の評価 

    どのように生活をしているかということも大切な評価になる。いわゆる ADLと呼ばれる日常生活動作（移動や

乗り移り、食事、更衣、排泄）は、どの程度できるか、どのようにできているのか、どの部分が難しいのか、ど

んな工夫や練習でできるようになるのか、といった見通しを持ち、評価をしていく。ガイドブックでは、ADLの

評価の方法を記した。 

また、特に重度の障害を持つ児童・生徒において、例えば、下の表のように一日の生活の流れと姿勢、関わ

る人を記録にすることは、有効な評価の手立てになる。このほかにも、生活支援シートの内容（例えば本人が

受けている支援）も、評価を行うときには、考慮に入れていく必要のある内容である。 

時間 6:00  8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 

活動 

 

起床 バス 

乗車 

登校 

授業 給食 授業 バス 

乗車 

下校 

放課後デイ 

帰宅 

夕食 

入浴 

就寝 

場所 自宅 バス                 バス 

            学校 

放課後デイ 自宅 

姿勢 

（使用してい

る補装具類） 

仰臥位 車いす 側臥位 

⇒車いす 

⇒腹臥位 

車いす 

⇒側臥位 

車いす 

⇒腹臥位 

車いす 車いす 座位保

持装置 

仰臥位 

関わる人 母 

父 

母 

バス 

添乗員 

教員 放課後デイ職員 

 

母 

父 

母 

父 

 

 

②自立活動の授業の組み立て方 

  

   自立活動は、実態把握（評価）→指導目標→指導内容というような大きな流れで授業を組み立てている。以下、

実態把握、指導目標、指導内容を各々に説明していく。 

   

ア 実態把握（評価）（身体の評価については、「①評価と見かた」を参照） 

  実態把握、指導目標・内容をまとめる際には、自立活動部では、独自のアセスメント表を使用している。実態把

握では、診断名（障害名）や学部、学年、学習指導要領の自立活動６項目（健康の保持、身体の動き、心理的な安

定、人間関係の形成、コミュニケーション、環境の把握）の観点から実態を整理していき、それに加えて日常生活

の状況、補装具、教育ニーズとして把握を行っている。これらの内容から児童・生徒の課題を見つけ、教育ニーズ

に照らし合わせながら指導目標、指導内容を設定していく。 

 

 

 

実態把握（評価） 指導目標 
指導内容 

（授業） 

児童・生徒の様々な面からの情報と教育

ニーズ等を自立活動の６項目の観点を

もってアセスメント表（実態把握表）を

作成 

アセスメント表をもとに

指導目標を作成 
アセスメント表や指導目

標等をもとに指導内容を

作成 



 

 

 イ 指導目標 

  実態把握等から、児童・生徒の課題や要望等をもとに指導目標を設定する。その中で、長期は、卒業後の社会自

立や社会参加を見据えた将来像の目標、短期は、年間を通しての指導を意識した目標であり、１年間での成長発達、

変化、改善等が明確に指導できるように設定していく。例えば、脳性麻痺の高等部生徒を例にすると、長期を「一

人暮らしができるよう ADLの自立をめざす」、短期を「自分で身体のことを管理する力をつける」「校外で安全に電

動車いすが操作できるようになる」というように、指導目標を設定する。 

 

 ウ 指導内容 

  指導内容は、主に短期の指導目標を達成するための取り組みの内容となる。その内容は、児童・生徒の実態（障

害の状況、健康、意欲、興味、日常生活等）を見据え、様々な面からどのように授業展開をすればよいかを考え、

設定する。上記の目標を立てた場合は、例として、以下の表のように自立活動の授業を組み立てていく。 

 



③自立活動室の授業で使用する道具について（訓練用具を中心に） 

 ア スパイダー    

＊ガイドブックでは、写真入りで説明をしていますが、まちだの実践では、紙面の都合上、使用方法と注意点

は文章のみとなっています 

  目的・特長 

  ・「からだとフレームを複数のゴム紐でつないで、重力に

よる負荷を減らしハンディのある子どもたちが遊んだり

立つ練習をしたりする道具」 

  ・股関節・膝関節の関節可動域を維持・改善する 

  ・児童・生徒の自発的な運動により、支援者による徒手

的な指導では難しい全身運動を行うことができる。 

  道具の名称 

   ・フレーム、コード、ベルト（右図参照） 

   ・カラビナ  

     コードの左右に大小の大きさの異なるもの   

がついている。大はフレームに、小はベルト 

にそれぞれ上から下に装着する。 

   ・記録表 

     日付、名前、コードを装着するフレームの位置（縦

はアルファベット、横は番号）、ベルト・股ベルトの

番号、備考を記録することで、継続的な指導につなげる。 

  使用方法と注意点 

    ① バンジーコードを児童・生徒の実態に応じた高さにコードを掛ける（記録表を参照する）。 

    ② ベルト・股ベルトを装着する。 

    ③ コードをベルトに装着する 

＊張力によってバランスが取りにくくなるため、２人（児童・生徒を支える人とコードを着ける人）でお

こなう。 

     ＊コードは後ろの上側から対角線に装着していく。 

    ④ 活動する 

    ⑤ ベルトからコードをはずす 

     ＊装着時と同様に２人で行う。 

     ＊外す位置と順番は装着時と逆になる。子供の身体にコードが当たると危険なため、コードを引っ張りなが

ら、もう一方の手でベルトについているカラビナを外す。また、コードを引っ張っている手は、張力を弱め

てから離す。（張力が強いまま離すと、フレームにカラビナが当たって大きな音が出ます。） 

    ⑥ ベルト・股ベルトをはずす 

     ＊必要に応じて、ベルトが当たっている位置に赤みがないかを確認する。 

 その他注意すること 

・通常の自立活動と同様に、運動する準備を整えてからスパイダーでの活動に取り組む。 

・コードは特に指定のない限り、８本以上張る（４本だと安定性がなく、転倒しやすいため） 

  ・活動の途中でコードの位置を変える際には、子供にコードが当たらないよう、コードを引っ張って支えながらも

う一方の手でカラビナの位置を変える。 

  ・普段立位姿勢をとらない児童・生徒の場合、立位姿勢をとると「起立性低血圧」が起こる可能性が高いため、顔

色や表情・機嫌など丁寧に観察する。また、骨や関節などに不安がある場合は、あらかじめ担当 PT や主治医に相

談し、確認をとることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

ユニバーサル

フレーム 

（フレーム） 

ベルト 

コード（またはゴム） 

＊赤と青があります。 

ゴムの強さが異なり、強さ

は赤＞青です。 

D環 

股ベルト 



 イ オーシャンスウィング（ブランコ） 

  目的・特長 

  ・前後または左右の揺れを楽しむ。 

・前後または左右に揺れることで、姿勢を保つ力をつける。（前庭覚） 

・児童・生徒の実態に応じて、バーやロープを握る続けることで「物 

を握り続けること」「手で支えること」の学習になる。 

 使用方法 

  ① 高さを調整する。特に膝下をブランコから下ろして乗る場合は、 

床に爪先を引きずらないような高さにする。 

  ② 転倒に注意しながら乗る。 

  ③ 児童・生徒の様子を見ながら、揺れの幅を調整する。 

（正面に鏡を置くことで、児童・生徒が自分の姿を見て姿勢を一定に

保ったり、後ろに乗っている支援者が児童・生徒の表情を確認する

ことができる。） 

 注意点 

  ・ゆっくり穏やかに揺れることでリラクセーションにつながり、早く激しく揺れると逆に緊張を高めることができ

るので、目的に応じて揺らす幅を調整する。 

・個人差があるが、揺れに酔うことがあるため、児童・生徒の顔色や表情は常に観察しておく。 

・本校自立活動室にあるものは、耐荷重 70kg のため教員が乗る場合には注意が必要。 

 

ウ トランポリン 

 目的・特長 

  ・上下に揺れる中で、姿勢を保つ力を付ける。 

  ・日常の生活では感じることが少ない固有受容覚や前庭覚への働きか

け。 

 使用方法 

  ① 立位、座位、臥位で乗る。 

  ② 自分でまたは教員が揺らす。 

 注意点 

  ・複数の児童・生徒で乗る場合には、揺れて移動し接触することがある。 

  ・臥位の場合、揺れが頭部に伝わりすぎないように枕などを入れる。 

  ・周囲のゴムの部分に、手足が滑り込まないようにする。 

  ・個人差があるが、揺れに酔うことがあるため、児童・生徒の顔色や表情は常に観察しておく。 

・本校自立活動室にあるトランポリンは、耐荷重 125kg なので、大人を含めて複数で乗る場合には注意する。 

前庭覚（平衡感覚）って何？ 

身体の傾きや回転を感じて筋肉を調整し、バランスを保つ感覚。ブランコで揺れても落ちないで保っていら

れるのは、平衡感覚が働いて傾きに応じて筋肉を動かしてバランスが保たれているからです。 

傾きや重力を感じられていても筋肉の調整が難しい場合（脳性麻痺など）と、筋肉は自由に動かせるけれ

ども傾きや重力に応じた調整が難しい場合（発達障害など）があります。どちらにしても、本人の努力だけで

はコントロールが難しい課題であり、「姿勢が崩れる」＝「やる気がない」という考えは、子供に必要以上の努

力を強いることになります。子供の実態に応じた、適切な環境設定や指導を考えることが大切です。 



 

５ まとめと今後の課題 

昨年度は、主に文献から内容をまとめることが中心であったが、今年度は、文献だけでなく、これまでの経験・知識

をもとに整理し、まとめるものが主であった。そして、それぞれが作成した内容を全体で確認することで、知識・技術

の再確認につながった。 

これまでも、作成したものを校内の研修等で使用して活用をしてきたが、来年度は、いままでの研究資料を一括整理

した冊子としてまとめ、校内での「自立活動ガイドブック」の完成を目指すこととする。 

 

引用文献 

・木村順：『子育てと健康シリーズ 25 育てにくい子にはわけがある 感覚統合が教えてくれたもの』大月書店  

2014 年 

・文部科学省：『特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編（幼稚部・小学部・中学部）』開隆堂  

平成 30 年 3 月 

＜ 芋川 恵美子、今出 博之、井藤 知世＞ 

固有受容覚って何？ 

深部感覚ともいう。筋肉の伸び縮みと関節の角度や動きを感じる感覚。例えば、「肘を９０°

曲げてください」と言われたとき、目をつぶっていても言われた角度に曲げられるのは、固有受

容覚が働いて筋肉の縮み方と関節の角度を感じて調整できるからです。 

紙風船をそうっと持てずにグチャっと潰してしまう、コップに水を注ぐとこぼしてしまう、など一

見「不器用」だったり「乱暴」に見える子供は、この「固有受容覚」がうまく働いていない可能性が

あるかもしれない、と仮説をたてて指導をしてくことも大切です。 



 

 

A部門 公開研究協議会まとめ 

１ A部門小・中学部  講師 日本体育大学体育学部特別教育学科教授 長沼 敏夫氏 

 
（１）Ａ部門小・中学部発表  

①研究報告 
  昨年度までの研究経過、今年度の研究報告を行った。今年度の研究方法として、①３つの資質・能力を意識
した指導と評価による授業（新学習指導要領を意識した授業づくり）、②障害の重い児童生徒の「思考、判断、
表現力」「自己内対話」「内面の育ち」について、③教科と自立活動の関連性について（教科の視点、自立活動
の視点を明確化）がある。協議会では、主に②について、小学部、中学部 1 ケースずつ事例報告を行った。ま
た、中学部より、チームティーチングの在り方の検討として、学校介護職員と連携するための記録の取り方に
ついて提案した。 
②研究協議 
公開研当日の中学部の授業一場面（楽器演奏）を取り上げ、ビデオ分析・協議を行った。協議の観点として

は、①活動分析の評価とその根拠について、②生徒の内面について、③今後の改善策について、であった。他
校参加者から具体的な改善策を得ることができた。 
③次年度へ向けての課題  
新学習指導要領の視点に基づき、資質、能力の３つの目標の達成のため、主体的、対話的で深い学びの視点

からの授業改善を進める。そのために、新学習指導要領の理解を深め、また、「主体的とは？」、「対話的とは？」、
「深い学びとは？」という３つの視点を整理し、共通理解を図り、全教職員が実践できるようにする。 
 

（２）講評 長沼 敏夫氏より 
１年目のスタート時点で小中別々にアプローチし行っていた研究を統合させた 3年目。それぞれが積み上げたも

のを一体化させる研究のマネジメントがよかった。また、子供たちにどのようなことを学ばせたいか「見える化」
がうまくできていた。 
小学部は単元観が具体的で、自立活動の視点もしっかり取り入れられていた。自立活動との関連で教科を見直す

ことが大切である。中学部は、授業の振り返りを大切にしていた。指導だけでなく、計画、改善もチームティーチ
ングで行うことが重要。支援方法を教科横断的に考えているところがよい。 
障害の重い子供については、自己内対話の芽を掘り起こしていくような視点をもつ必要がある。深い学びのキー

ワードは「対話」。深い学びは一回の授業で完結するものではなく、単元や題材など内容や時間のまとまりの中で
行われる。 
今までの活動分析の研究が今後も実践の中で継続していくことを期待する。 

 

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研究報告        

今年度の研究テーマ、研究仮説、成果、課題等について報告を行った。報告のポイントは以下大きく２点で
ある。 
１点目は、活動分析表を活用し、体育での実践研究を例に、授業の質の向上を図る取組についてである。活

動分析表をツールとし、支援者間で、「目標」「支援方法」「評価方法」について共有し、「授業・支援の質の向
上」、「生徒の主体的な学び」につなげる取組について報告した。 
２点目は、卒業後を見据え、毎日の中で繰り返される「挨拶・返事」や「選択」などの基礎的な活動につい

て、活動分析表を作成し、実践、活用することについてである。これらの日常的な基礎的活動は、それぞれの
教職員の経験や感覚で指導にあたっているところがある。このような日常的な活動についても活動評価表を作
成し、支援の質を高め、卒後を含め生徒の生きる力の向上を図る取組について報告した。 
②次年度に向けての課題  
活動評価表の作成について、教師の経験、情報不足により、目標・環境設定、支援の方法の設定が難しい場

合がある。また、今後の汎化を考えた場合、全て２便下校の高等部は会議設定の難しさもある。しかし、活動
評価表は生徒個々の「目標」「環境設定」「支援方法」「評価」を明確に「見える化」するものであり、卒業後の
支援者にも引き継ぐ、重要な支援情報『生きる力の見える化』につなげたい。 
 

 （２）講評 三室秀雄氏より 
   活動分析をどのようにしていくか、授業者だけでなく高等部全員で考えられていたところが良かった。チーム

で授業を考えられている点がよい。体育だけではなく、他の授業にも生かしていく視点が大切。高等部の授業は
社会につながっていく、ということを今後も意識し、高等部の実践的研究を推進して欲しい。 

 
＜宮島 伸行＞ 


