
これから知的障害教育部門高等部の研究報告を始めます。よろしくお願いします。



本日の予定はこのような流れになります。



まず始めに、これまでの研究経過について説明します。

これまでの高等部の研究は、「分かって動ける作業学習の授業づくり」をテーマに、各
教科を合わせた指導である作業学習で取り組んできました。

３年目の昨年度のまとめとして、「自ら」とは主体的に学習に取り組む態度、「学ぶ」と
は、思考力、判断力、表現力等につながり、「姿勢」とは、知識及び技能の活用と
考えられるのでは。という見解の下研究を終えました。



そして、今年度から新しい研究テーマのもと、高等部でも「教科別の指導」に視点を置
き、新学習指導要領を根拠とした授業づくりの研究に取組み始めました。



研究仮説としては・・・（スライドを読み上げる）



また、6つの軸とは今年度の研究概要でご説明させていただいたように、新学習指導
要領の最初「総則」の構成から捉えた、この6つの視点になります。



高等部では、各学年をチーム構成として学部研の研究授業を行ってきました。
学部研の研究授業は、各チーム年2回の合計6回です。
研究方法は、資質・能力3つの柱の単元目標について、６つの軸から分析しました。



単元を通したプランニングについては図のようになります。



学部の研究年間計画についてです。
1学期は6月に各学年1回ずつの研究授業を行いました。

研究授業については、外部専門員に参観していただき、学年全員での協議会を設定
する中で、
指導・助言をいただき、学年で共有しながら授業の改善を図っています。



2学期は10月に1回の研究授業、そして3学期の1月に2回の研究授業を控えています。
本日のポスター発表は、この３つの研究授業が対象です。



ポスター発表の前に、これまでの研究経過として、1学期に行われた研究授業につい
てご報告します。

高等部1年生Gグループの数学では、分数を単元とした研究授業が行われました。

分数とはどういうことか、視覚支援教材が有効的な要因であることが生徒の学びの様
子から推察されました。

課題としては、生徒が話し合いをする場面で、それぞれの答えが正反対で話し合いに
ならないグループがあったり、提示した

分数定規の使い方に戸惑う場面が見られたことから、軸⑥の学びを促す学習環境の
改善があげられました。

また、外部専門員の先生からは、全体を見ながら、つまづいている生徒のフォロー
アップをするようにとの御助言の下、軸⑤の学習評価からの改善につなげられました。



高等部２年生Dグループの国語では、「大きなかぶ」を題材とした研究授業が行われま
した。

文章を音読したり、役割に応じた学習活動ができている生徒の様子から、生徒の課題
に適した学習内容の設定や
生徒の役割の明確化が要因であると推察されました。

課題としては、質問で応答する時、何を質問されているのか分かりにくい生徒がいた
ので、選択カードの用意や、その方法

について外部専門員の先生から御助言をいただき、軸④の支援の方法と手だての改
善につなげられました。



高等部3年生Ⅱ類型の情報では、「Viscuit」を題材としたプログラミングの研究授業が
行われました。
2時間設定の授業に生徒が集中し、各々がイメージを膨らませながらプログラミングに
取り組む姿勢から、

適した学習内容と実態に即したソフトの精選ができていることが要因として推察されま
した。

課題としては、描画のスキルが違うため、自分で描きたいものが描けず、それが躓き
の原因になっている生徒がいたので
サンプル画の提示による改善策が授業者から挙げられました。



さて、これより本日の指定授業及び2学期に実施された学部の研究授業の報告を
ポスター発表で行います。

このポスターの書式も図のように、各学部、学年で統一してみました。★★アニメー
ション

このあとのポスターセッションで各学年から報告し、皆さんと協議していただきます。



さて、そのポスター発表の見どころです。

（読み上げ）



では、これより教室へ移動していただきたいと思います。

ポスター発表の場所は次の３つの教室で行われます。全ての発表に参加できるよう、
１学年１５分計測での発表を３回行います。
発表１回毎にタイマーが鳴り、次の発表場所に移動していただくことになります。

発表を聞く順番は決められておりませんので、御自身で時間ごと、各教室を選び参加
していただけますようお願いします。



以上の各学年の考察として、単元目標を達成する要因、課題となる要因の多い項目
がわかりました。

また、新学習指導要領や生徒の実態を根拠に、更に学習内容・学習活動の検討を図
ることや

生徒の実態に即した支援の方法と手だてを整理し、教員間でその情報を共有する必
要があるという
ことが分かりました。



次年度に向けての課題として、単元目標を達成するために、単元を構成する学習内
容を明確にすること。

また、学習内容の中で、どのような支援の方法や手だてが生徒に有効的であったり、
生徒自身が自らやりやすい

方法に気付いたりする「しかけ」をどのように授業の中に入れていくかが挙げられまし
た。

来年度の研究は、この「しかけ」をテーマに、学習内容がより深い学びに向かうような
「しかけ」の探求をしたいと考えます。

御清聴ありがとうございました。



国語科 学習指導案 
 

 

日 時 令和元年１０月２日水曜日 

                                      １３時１５分～１４時０５分 

場 所 高等部１年６組教室 

対 象 知的障害教育部門高等部 

                                      １年 F グループ ８名 

授業者 冨士榮 真紀 （T１） 

                                      小池  和夫 （T２） 

 

１ 単元名 「アニメーションに合わせてアテレコをしよう」 

 

２ 単元の目標 （軸①「何ができるようになるか」 資質・能力の３観点で記載する） 

（１）画面の動きに合わせてセリフを言うことができる。       【知識及び技能】                

（２）アニメーションの登場人物や背景からストーリーがわかり、心情を考えてふさわしい表現をすることがで

る。                            【思考力・判断力・表現力等】 

（３）一緒に組んだ相手との呼吸を合わせようとしたり、画面の動きにリズムやスピードを合わせようとしたりす 
ることで、協働の楽しさや達成感を味わおうとする。      【学びに向かう力、人間性等】 

 

３ 単元の評価規準（軸⑤「何が身に付いたか」 評価の３観点で記載する） 

 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 

① タイミング良くセリフを言う

ことができる 

② 適切な声量とスピードでセリ

フを言うことができる。 

③ 画面の動きや登場人物の表情

を見て、間合いを考えること

ができる。 

 

① 物語のイメージを膨らませた

り、登場人物の心情に共感し

たりして、表現の仕方を工夫

しようとする。 

② 抑揚、スピード、リズム、声量

等、表現したいことがより豊

かに伝わるように、技術や技

能を生かそうとする。 

① 相手との呼吸を合わせるため

に、話し合ったり練習したり

しようとする。 

 

② アニメーションにアテレコを

することで、恥ずかしさや苦

手意識を軽減して取り組むこ

とができる。 

 

 

４ 指導観（軸②「何を学ぶか」） 

（１）単元観（単元目標を達成するため、新学習指導要領の３つの資質能力どの内容を学び、どのような力を身に付けるか） 

  本単元では、特別支援学校高等部学習指導要領（平成３１年２月告示）第２章第２節 知的障害者である  

 生徒に対する教育を行う特別支援学校の各学科に共通する各教科の目標および内容【国語】に示されている  

 下記内容と関連付け設定する。また、３ 指導計画の作成と内容の取扱い における下記内容を特に重視し 

 設定する。 

◯第１段階 

（１）目標 

  ア 社会生活に必要な国語の知識や技能を身に付けるとともに、我が国の言語文化に親しむことができる  

   ようにする。 

（２）内容 

〔知識および技能〕 

  ア 言葉の特徴や使い方に関する事項を身に付けることができるよう指導する。 

（イ） 相手を見て話したり聞いたりするとともに、間の取り方などに注意して話すこと。 

 〔思考力、判断力、表現力等〕 

   Ａ 聞くこと・話すこと 

    エ 相手に伝わるように、言葉の抑揚や強弱、間の取り方などを工夫すること。 

 

５ 指導計画の作成と内容の取り扱い 

（１）ア 単元などの内容や時間のまとまりを見通して、その中で育む資質・能力の育成に向けて、生徒の 

     主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際、言葉の見方・考え方を働かせ、  



     言語活動を通して、言葉の特徴や使い方などを理解し自分の思いや考えを深める学習の充実を図る 

     こと。 

（２）ウ 生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階に応じ、興味・関心のある話題や身近な題材から、 

    高等部卒業後の生活に関連する題材まで、様々な種類や形式、文章を取り扱う機会を設けること。 

 
（３）生徒観（単元に関する児童・生徒の実態から、単元目標を達成するため、何を学ぶのか） 

   高等部１年生の国語グループは習熟度別にＡからＧまでの７グループで学習している。 
   本グループの生徒たちはその中のＦグループであり、言語での日常のコミュニケーションには問題ない集

団である。しかし、話すことや聞くことは好きだが、適切な表現ができない、声量コントロールができない、
空気を読んだり相手との間合いを考えた会話ができず一方的に話すなど、会話能力には多くの課題をもつ。 

   また、吃音や口音不明瞭などの障害をもつ生徒もおり、言語生活には少なからずストレスを抱えている。 
  書字についても苦手意識を抱えている生徒が多いため、書くことに消極的な様子が見られる。 
   学習を自立して主体的に行うことができると思われる生徒たちのため、一朝一夕には身に付かない会話、作

文、書字技能の学習を毎時授業冒頭の時間に設定し、積み重ねられるようにしている。 
 
（４）教材観（教材「で」何を学ぶか」） 

 アニメーションは生徒たちにとって興味関心の中心的存在であり、特に今回教材として取り上げる「君の名

は」は昨年度の話題作であることから、身近にも感じらせる作品である。この宣伝用ビデオを使うことで、取り

組みやすさを狙いたい。 

 また、アニメーションへのアテレコをすることは、直接人に対して演技をするよりも恥ずかしい気持ちや苦手

意識を少なくしてセリフを言うことが可能である。かつ、発声や声量の調整、感情の込め方などもより豊かに表

現する必要があり、物語の把握などの様々な周辺学習とともに学習効果を上げる要素となりえると考える。 

この学習の後には、まちだ祭の演劇発表があり、その準備学習としてこのクループの実態から適切な教材と考

え設定した。 

 

６ 年間指導計画における位置付け 

 

７ 単元の指導計画（４時間扱い。本時は１時間目） 

学習内容 

（軸②何を学ぶのか） 

学習活動 

（軸③どのように学ぶのか） 

評価規準 

（軸⑤何が身についたか） 

第 1 時 

① アテレコに必要な声の出し方、

表現、登場人物へのなりきり方を

知る。 

②台本を読み、セリフの位置、自分 

 が感じた登場人物の感情等セリ  

 フを言うための要素を確認する。 

③声優による見本を鑑賞し、スピー  

 ド感やリズム感を感じる。。 

 

①様々な声色を練習してみる。 

 男女、大人子供、悲しい嬉しい等 

 

② ワークシート型の台本に、セリ  

フの順番を確認し、そのセリフ

の人物の感情を考え記入する。 

③それぞれの登場人物のセリフを 

 練習してみる。 

 

① 声で様々な表情を表現できてい

る。 

 

② 表情や背景、場面設定から、登

場人物の心情を考え記入できて

いる。 

③ タイミングを合わせたり、声量

を考えたりしながら言おうとし

ている。 

第 2 時～第 3 時 

① 声量や表現の方法を知り、役に

なりきってセリフを言う。 

② セリフに感情を込めて表現でき

るようになる。 

③ 場面によるセリフのスピードや

 

① 全ての配役それぞれなりきっ

て練習してみる。 

② 配役を決め、台本に自分が表現

したい感情や表情等を記入し、

それに合わせて練習する。。 

 

① 配役それぞれの性別や心情に合 

わせた表現ができている。 

② 自分が担当したセリフを、どの

ような感情表現で言うか考えて

記入し練習に生かせている。 

 学習内容（軸②年間を通して何を学ぶのか） 

１学期 
「挨拶」「丁寧な言葉遣い」「敬語」 

伝達文「インタビューして新聞を作ろう」 

２学期 
「アニメーションに合わせてアテレコしよう」 

まちだ祭演劇練習 

３学期 読解と表現 「落語」 



リズムの違いを表現できるよう

になる。 

③ 実際の映像に合わせてセリフ

が言えるように練習する。 

③ 実際の映像に合うスピードとリ

ズムで練習できている。 

第４時 

① 自分の役を声量、表現、画面の

動きに合わせることを意識して

アテレコすることができる。 

② 配役の相手と呼吸やタイミング

を合わせて演じることができる。 

③ みんなの前で演技発表できる。 

④ 発表を見て感想が言える。 

 

 

① 実際の画面に合わせてセリフ  

 を言う練習をする。２人ずつ４   

 チームに分かれて練習する。 

② 身振り手振りや視線等、相手に    

 タイミングを伝える方法を考え  

 る。 

③ 発表をお互いに観賞し合い、感

想を述べ合う。 

 

① 役になりきって演技ができてい

る。 

 

② 配役の相手と間合いや呼吸を合

わせることができている。 

③ 練習した成果を恥ずかしがらず

に発表できている。 

④ 発表者の良いところを見つけて

感想を述べうことができている。 

 

 

８ 配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 指導に当たって（軸⑥学習環境や人材の活用などを含め 軸③「どのように学ぶか」） 

（１）授業の形態の工夫 

授業時間を３部制にし、①書道 ②短文作文（ブログ）③単元学習の構成にしている。決められた時間にや

るべきことがわかっていることにより、主体的な学習への取り組みを促すことができるとともに、個別の目標

も自身でこまめに設定することができる。 

 

①の書道については、毎時始めに設定することで、自分で準備→練習→片付けの手順が行えるようになって

いる。学習環境としての机上整理や、姿勢、道具の扱い方が身につくことで、他教科や日常生活への汎化も期

待できる。月に１度清書の時間を設け、半紙に墨汁で書き展示をすることで技術の向上や課題が自分の目で確

認でき、達成感を味わうことができるようにした。 

 

②の短文作文は、「ブログ」と呼ぶことで現代社会に生きている生徒の興味関心を高めるとともに、インタ

ーネット社会でのモラルの学習機会としても活用できることを狙っている。ブログは毎時発表者を決めて発

表させ、聞く側はコメントを書くことで良く聞こうとする姿勢が育っている。 

 

③の単元学習については、アクティブラーニングを積極的に取り入れ、話し合ったり、協働したりして学び

合う時間を大切にしている。 

 

（２）指導内容・方法の工夫 

上記①の書道は、月に 1手本を毎時練習している。 

運筆の基本を毎手本に２〜３箇所指定し、学習を積み重ねることで定着を促している。 

 ホワイトボード 

Ｔ１ 

Ｔ２ 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 



また、姿勢を正し、丁寧に、集中して書くことで美しい文字が書けるようになることを体感し、自信に繋が

るよう指導している。 

 

②は主語述語を意識し、人に伝わるわかりやすい文章の基本を学習課題としている。 

「ブログ」と呼ぶことで、日記形式に身近な話題を文章化し、発表する。作文はオリジナルのブログ用紙に

書くが、「テーマ」、「誰が」、「どうした」を記述してから作文することにより、主題からそれずに文章を構成

できるように工夫している。コメントカードは、いいねマークを◯で囲むだけでもいいようにし、文章でコメ

ントできない生徒や状況でも、何かしらの感想を伝えるという習慣を身につける学習となる内容として工夫

している。 

 

③の単元学習は、それぞれの単元ごとにグループを作り替え、考え方ややり方の違いをグループ間で、ある

いは個人間で認めあったり、アドバイスしあったりできるように指導している。1 学期は、「チームで取材に

行く」為に、依頼の挨拶、質問者、記録の分担を決め練習してから出向いた。 

 

（３）教材・教具の工夫 

①の書道では、水で書くと黒く発色するシートを用いることで、毎時の練習時は衣服の汚れを心配したり、

後片付けを煩わしく感じることなく活動できている。①学期当初は１００円ショップの毛筆を使用していた

が、途中から専門店で購入した筆を使用するようにしたところ、生徒自身がその違いをわかり、「書くのが楽

しい」と感想を述べている。このことからも、教具は目的にあった適切な水準のものを準備することが学習効

果を高めると考える。 

 

②のブログは、ブログ用紙を学習ファイルの裏表紙に綴じ込むことができるように綴じ具を取り付けた。自

分のブログをきちんと収納することで、読み返したり、継続したテーマで書いたりする生徒も現れ、学習の記

録としても効果があると考えられる。ブログ用紙とコメント用紙に共通した「いいねマーク」をイラストで取

り入れている。自分の文章をどういう気持ちで書いたのかが表現でき、発表者への感想を簡単に伝えることに

活用できている。また、相手を傷つけない感想の伝え方を学び合う教材としても活用し、インターネットモラ

ルの学習の機会としている。 

 

③については、下記の通り教材を工夫している。 

【映像について】 

・人気のアニメーションを用いることで興味関心をもてるようにした。 

・実際の声優が演じる画像を鑑賞することで具体的な表現方法を学べるように準備した。 

・実際の映像から全ての音声を一旦消し、元々 使用されていた音楽だけを挿入し直すことで、セリフ音  

声のみが入っていない状態の映像を作成した。（アテレコ画像） 

・台本を暗唱できていなくても、画面を見ながらセリフを言えるように字幕を登場人物別の色で挿入した。 

 

  【台本について】 

・書き込み式のワークシートとし、配役、心情や表現、感想、練習課題などを書き込めるようした。 

 

【練習時】 

・アテレコ用画像をグループに１台の iPadで用意し、練習時間を有効に活用できるようにした。 

 



９ 本時（全４時間中の１時間目） 

（１） 本時の目標（軸① 本時で「何ができるようになるか」） 

 ・アテレコの方法を知り、声の出し方、表現、登場人物へのなりきり方を身につける。【知識・技能】 

  ・アニメーションの登場人物の心情を考え、想像することができる。 【思考力・判断力・表現力等】 

  ・画面の動きや相手にリズムやスピードを合わせようとすることができる。 【学びに向かう力、人間性

等】                                 

 

（１） 本時の展開（展開 2 より） 

 ・学習内容 

（軸②本時で「何を学ぶか」） 

〇学習活動 

（軸③本時で「どのように学ぶ

か」） 

指導上の留意点と配慮事項 

軸④（どのように支援するか） 

軸⑥（実施するために何が必要

か） 

全体の評価規準 

（評価方法） 

軸⑤本時で何が身についたか 

導
入
（
５
分
） 

１ 始まりの挨拶 

  出席確認 

○学習の始まりを意識
する。 

・教師に注目し、起立で
姿勢を整え、挨拶してか
ら着席する。 

・名前を呼ばれたら返事
をする。 

・生徒の姿勢を確認し、
着席を促す。 

・一人一人の呼名をして
確認する。 

・よい姿勢を意識し自ら実践
している。 

・教師を注目して返事をして
いる。 

２ 学習内容の確認 

○本時の学習について
確認する。 

・準備などの心構えをす
る。 

・いつもと流れの違うと
ころを、板書して示す。 

・注目して説明を聞いてい
る。 

展
開
１
（
２
０
分
） 

３ 個別課題１ 書道 

○１０月の文字の練習 

 

・１０月の文字の練習ポ
イントを聞き、そのポイ
ントを重点的に水書き
シートに練習する。 

 

・前回までで上達したこ
とを褒め、練習の必要な
課題を個別に指示する。 

 

 

・それぞれの課題となるポイ
ントを理解して練習できた。 

・バランスよく書字ができ
た。 

４ 個別課題２ブログ 

○主語述語を意識して

短文を書く。 

○発表をよく聞き、感

想を伝える。 

 

・身近な話題を短文で表
現する。 

・相手を傷つけない表現
で感想を伝える。 

 

・主語述語が整っていな
い生徒への言葉かけを
丁寧に行う。 

・不適切なコメントの場
合は、何が不適切なのか
を考える時間をもち、問
題と解決を共有する。 

 

・主語述語が整っていて伝わ
りやすい短文が書けた。 

・発表をよく聞いて、他季節
なコメントを伝えられた。 

展
開
２
（
２
０
分
） 

５ アテレコを知る 

○アテレコについての

基礎知識を知る。 

○画像を鑑賞し具体的

なセリフの言い回しや

表現を知る。 

○登場人物の心情につ

いて考え、書き留める。 

 

・アテレコの様子ややり
方を見たり聞いたりす
る。 

・鑑賞後、実際に様々な
声色を練習する。 

・登場人物の心情を画像
の表情や音楽、背景から
も感じて書く。 

 

・具体的な例を見せる。 

・恥ずかしがる生徒には
無理強いせず、少し離れ
たところで練習を促す。 

・心情はそれぞれの感じ
方捉え方で違っていて
も良いことを伝える。 

 

・声で様々な表情を表現でき

ている。（ア‐②表現の観察、

ウ‐②練習時の取り組み） 

・表情や背景、場面設定から、

登場人物の心情を考え記入で

きている。（イ‐②ワークシー

ト） 

ま
と
め 

（
５
分
） 

６ 本寺の振り返り 

○学習したことを確認
する。 

 

・本時でできたこと、で
きなかったことを個別
に確認する。 

 

・できたことは大いに褒
め、できなかったことの
理由を考えて見るよう
に促す。 

 

・できたことに自信をもつ。 

・できなかった事を向上心を
もって次回の課題にする。 

 

７ 次回の予定 

○次回の学習について
見通しをもつ。 

 

・次回の準備を確認す
る 

 

 

 

８ 終わりの挨拶 ・教師に注目し、規律で
姿勢を整え、挨拶してか
ら礼をし退室する。 

 

・最後まで良い姿勢で行
うように伝え、姿勢を確
認してから挨拶をする。 

・姿勢整えと教師を注目して
挨拶している。 

 
（２） 授業観察の視点（授業者のニーズ） 
  ・授業内容は生徒の興味関心を引きつける内容であったか。。 
  ・教材は適切に使用し、有効に活用できていたか。 
  ・生徒は主体的に活動し、意欲的に学習に取り組めていたか。 

 



知識及び技能 思考力・判断力・表現力等 主体的に学習に取り組む態度 

①タイミング良くセリフを言うこと

ができる 

②適切な声量とスピードでセリフを

言うことができる。 

③画面の動きや登場人物の表情を見

て、間合いを考えることができる。 
 

①物語のイメージを膨らませたり、

登場人物の心情に共感したりして、

表現の仕方を工夫しようとする。 
②抑揚、スピード、リズム、声量
等、表現したいことがより豊かに伝
わるように、技術や技能を生かそう
とする。 

①相手との呼吸を合わせるために、

話し合ったり練習したりしようとす

る。 

②アニメーションにアテレコをする

ことで、恥ずかしさや苦手意識を軽

減して取り組むことができる。 
 

＜次の単元や次年度に向けて＞ 
次の単元では「落語」を取り上げ、文章の起承転結という構造を学びつつ、一人芝居という手法での表現技術の体

験をすることでより豊かな表現力を身に付けたいと考えている。次年度では、相手の立場やＴＰＯに合わせた表現

を身に付け、わかりやすく伝える文章表現ができるように指導したい。 

 

 

 

教科名 国語 対象学部・学年 知的障害教育部門高等部１年 

単元名 アニメーションに合わせてアテレコをしよう 単元の指導計画 全 4 時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《学習内容》新学習指導要領より以下の内容を設定する。 
◯第１段階 
（１）目標   
ア  社会生活に必要な国語の知識や技能を身に付けるととも
に、我が国の言語文化に親しむことができるようにする。 

（２）内容 
〔知識および技能〕 
ア  言葉の特徴や使い方に関する事項を身に付けることが
できるよう指導する。 

イ  相手を見て話したり聞いたりするとともに、間の取り
方などに注意して話すこと。 

 〔思考力、判断力、表現力等〕 
 Ａ  聞くこと・話すこと 
  エ  相手に伝わるように、言葉の抑揚や強弱、間の取り方

などを工夫すること。 
 

《学習活動》 
ワークシートと ipad の字幕入り映像を使い、

ペアーを組んだ友達と協力してアテレコの練

習をする。 
 
①登場人物のセリフを練習する。 
②配役それぞれになりきって練習する。 
③自分が表現したい感情や表情等に合わせて
練習する。 
④ペアーを組み、手振りや視線等で相手にタ
イミングを伝え、実際の映像に合わせてセリ
フが言えるように練習する。 
⑤映像に合わせての発表をお互いに観賞し合
い、感想を述べ合う。 

 
学習評価（軸⑤）本時で何が身についたか 

知識及び技能 思考力・判断力・表現力等 学びに向かう力・人間性等 

画面の動きに合わせてセリフを言う
ことができる。 

アニメーションの登場人物や背景か
らストーリーをわかり、心情を考え
てふさわしい表現をすることができ
る。 

一緒に組んだ相手との呼吸を合わせ
ようとしたり、画面の動きにリズム
やスピードを合わせようとしたりす
ることで、協働の楽しさや達成感を
味わおうとする。 

 

外部専門家の助言、学部協議会からの改善 
６つの軸からの改善  ●生徒の様子  ➡要因  □改善  
＜軸②  学習内容＞  
●アテレコの活動に期待感を寄せ、動画を見たり台本

を読んだりする姿が見られた。 
➡年齢に配慮した映画を題材に活用し、説明もシンプ
ルでわかりやすかった。 

●最初は恥ずかしがっていた生徒も少しずつ自分を解
放していっている感じが見られた。 

➡先生たちが楽しい雰囲気でアテレコをしていた。 
＜軸③  学習活動＞  
●書きながら発表を聞くのが難しい生徒が見られた。 
□発表は発表として集中できる場面をつくる。 
＜軸④  指導の手立てや支援の方法＞  
●アテレコではじっくり感情をこめるとか、感情を読

み取ることが難しい様子が見られた。 
➡セリフが速い。キャラクターの故地の動きや表情に
合わせる場面が少ない。 

□短くてもセリフがゆっくりであったり、キャラクタ
ーの表情などを見られる場面を設定する。 

□ダイジェストでないシーンの抜き出し提示 
□ストーリーの紹介があった方がよい。 
＜軸⑤  学習評価からの改善＞  
●本時のねらいに生徒が到達することができなかっ

た。 
➡習字が新しい課題だったこと、展開 2 のビデオ準備
に余裕がなかったこと。 

□展開１の習字、ブログのどちらかを削り、展開２を
もう少しじっくりと考え取り組む時間があった方が、
まとめや評価もゆっくりできる。  

本単元で育てたい資質・能力：何ができるようになるか（軸①） 

何を学ぶのか（軸②） 

学習評価（軸⑤）本単元で何が身についたか（単元の成果と課題） 

        【第３次】〇 生 徒 の 様 子  ➡ 要 因  

 

           

学びの姿 

○ヒットアニメの教材にと
ても興味を示し、意欲的に
台本に目を落としていた。  
➡①実際の声優の声の入っ
た映像を見る。②台本見て
登場人物の確認をしたり、
ストーリーを話したりでき
ていた。  
○声優の声の入らない字幕
の映像を見て戸惑いを見せ
つつも取り組もうという姿
勢が見られた。  
➡①字幕によってスピード
感とタイミングが視覚的に
感じられた。②画像だけで
はなく音楽によっても表現
をアプローチされていた。  
○男声、女声それぞれにチ
ャレンジすることで演じる
ことを楽しめた。  
➡教員の見本で気持ちを高
めることができた。画面を
見ていることで恥ずかしさ
が半減した。  

どのように学ぶのか（軸③） 



指定授業④ 

国語科 学習指導案 
 

日 時 令和２年２月７日 金曜日 

                                      １０時２５分～１１時１５分 

場 所 高等部２年７組 教室 

対 象 知的教育部門高等部２年 

                                      B グループ７名 

授業者 八木 和博 （T１） 

                                      小針 美穂 （T２） 

                                      柴田 真実 （T３） 

１ 単元名 「伝えよう・表現しよう」 

 

２ 単元の目標 （軸①「何ができるようになるか」 資質・能力の３観点で記載する） 

（１）自身の予定カードを選んだり、発表したりすることができる。     【知識及び技能】 

（２）予定カードの選択や発表を通して、相手に伝わる手段を考えたり表現したりできるようにする。                                                              

                               【思考力・判断力・表現力等】 

（３）伝えたいこと、伝わることのよさを感じ、意欲的に活動へ参加しようとする。 
【学びに向かう力、人間性等】 

 

３ 単元の評価規準（軸⑤「何が身に付いたか」 評価の３観点で記載する） 

 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 

① 複数の中から自身の予定カー

ド選ぶことができる。 

② 選んだ予定カードを言葉や絵

カードで伝えることができ

る。 

① 音声、文字の情報から正しい

予定カードを選ぼうとする。 

② 他の情報に惑わされず正しい

予定カードを選ぼうとする。 

① 例示や友達を見て学習内容を

知り、意欲的に活動に参加で

きる。 

② 姿勢を正し、授業の始まりと

終わりを意識することができ

る。 

 

４ 指導観（軸②「何を学ぶか」） 

（１）単元観（単元目標を達成するため、新学習指導要領の３つの資質能力どの内容を学び、どのような力を身に付けるか） 

本単元では、３つの資質・能力を育むため特別支援学校高等部学習指導要領（平成３１年２月告示）第５章 

第４節知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科に示されている下記の内容と関連付 

け設定する。 

〇１段階  

〔知識及び技能〕 

ア 言葉の特徴や使い方に関する事項を身に付けることができるよう指導する。 

  （ア）社会生活に係る人とのやり取りを通じて言葉には、考えたことや思ったことを表す働きがあること 

に気付く。 

（イ）相手を見て話したり聞いたりするとともに、間の取り方などに注意して話す。 

 

〔思考力、判断力、表現力等〕Ａ 聞くこと・話すこと 

  ア 社会の中で関わる人の話など話し手が伝えたいことの中心に注意して聞き、話の内容を捉える。 

  エ 相手に伝わるように、言葉の抑揚や強弱、間の取り方などを工夫する。 

 

本単元では、「社会生活に必要な国語」の中でも、卒業後の生活に必要な能力と態度を育てることに焦点を

置き、相手に伝えたいことをいろいろな手段を用いて表現できることや、複数の選択肢の中から選択し、決定

する力を養うことを目標とする。 

第一次では、平仮名カードのマッチングを目指し、それを踏まえ第二次では、絵カードを通じて予定を相手

に伝える学習をする。文字は日常生活のあらゆる場面にあり、情報伝達の重要な手段の一つである。一つでも

多くの手段を用いて相手に伝えられることを学習の中で気付けるような展開をする。 

 

 



また、指導計画の作成と内容の取扱いでは、下記の内容を特に重視し設定する。 

ア 単元などの内容や時間のまとまりを見通して、その中で育む資質・能力の育成に向けて、生徒の主体的・

対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際、言葉の見方・考え方を働かせ、言語活動を通し

て、言葉の特徴や使い方などを理解し自分の思いや考えを深める学習の充実を図る。 

  
（２） 生徒観（単元に関する児童・生徒の実態から、単元目標を達成するため、何を学ぶのか） 

本グループの生徒は、全７グループのうち下から２番目のグループである。平仮名の習得には個人差があ

り、平仮名が読める生徒、単語の文字の塊をマッチングすることがおおよそできる生徒が在籍する。平仮名

が読める生徒は、読む力の更なる向上や、表現できることを目標にする。マッチングができる生徒は正確な

マッチングと共に文字の塊と具体物は同じ概念を表していることに気付くことを目標とする。また、文字の

認識が難しい生徒は、その代わりの手段として絵カードや写真などの視覚教材を注視し、具体物と一致する

ことを目標とする。 

離席や一定時間学習に取り組むことが苦手の生徒が数名おり、言葉掛け、絵カード、ICT機器を使用する

ことで興味をもって授業に取り組むことができてきている。本単元では、社会に必要な国語の特性を理解し

適切に使用することができ、社会における人との関わりの中で伝え合う力を高め思考力や、想像力を養うこ

とを目標にする。個別学習では、個々の実態に沿ったものを準備し、終わりの見通しがもてる工夫をする。 

 

（３） 教材観（教材「で」何を学ぶか」） 

本単元では、社会に必要な国語の特性を理解し適切に使用することができ、社会における人との関わりの

中で伝え合う力を高め思考力や、想像力を養うことを一番の目標にし、相手に気持ちを伝えることの手段と

して平仮名を題材として扱う。文字の中でも平仮名は最も平易なものであり、文字の初歩的な学習に適す

る、また、題材を通して生徒自身が自発的に発表できる機会を少しでも多くもちたいと考える。 

 

５ 年間指導計画における位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 学習内容（軸②年間を通して何を学ぶのか） 

１学期 

・自己紹介、時間に応じた挨拶 

・生活に身近な単語を読んで書く。 

・曜日の学習 

・平仮名かるた 

・物を見比べる 

・読み聞かせ（物語） 

・個別学習（個々の実態に沿って） 

２学期 

・仲間分け 

・平仮名かるた 

・同じ形のもの同士を合わせる。 

・身の回りの物の字を書く 

・読み聞かせ（物語） 

・個別学習（個々の実態に沿って） 

３学期 

・複数の仲間分け 

・絵カードや文字等を使って、簡単な文を作る。 

・絵カードや文字、言葉等それぞれの表現手段で発表する。 

・読み聞かせ（物語） 

・個別学習（個々の実態に沿って） 

・１年間の学習のまとめ 



 

６ 単元の指導計画（８時間扱い。本時は６時間目） 

学習内容 

（軸②何を学ぶのか） 

学習活動 

（軸③どのように学ぶのか） 

評価規準 

（軸⑤何が身についたか） 

・学習内容を知る(１時間) 

・仲間分け 

・読み聞かせ 

・個別学習（個々の実態に沿って） 

・物の分類の学習をすることを知

る。 

・例示見て学習内容を知り、意欲的

に活動に参加する。 

アー① アー② 

イー① 

ウー① ウー② 

・帰りの予定 

絵カードをそれぞれ選ぶ（２時

間） 

・平仮名かるた 

・読み聞かせ 

・個別学習（個々の実態に沿って） 

・絵カードを適切に分類すること

ができる。 

・例示見て 

学習内容を知り、意欲的に活動に

参加する。 

アー① アー② 

イー① 

ウー① ウー② 

・帰りの予定 

絵カードや文字、言葉等それぞれ

の表現手段で発表する。（５時間） 

・個別学習（個々の実態に沿って） 

・読み聞かせ 

 

・自分の名前カード、下校後の予定

カード一つ選び、みんなに発表す

る。 

・例示見て学習内容を知り、意欲的

に活動に参加する。 

アー① アー② 

イー① 

ウー① ウー② 

 

７ 配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 指導に当たって（軸⑥学習環境や人材の活用などを含め 軸③「どのように学ぶか」） 

（１）授業の形態の工夫 

・生徒の実態や、相性に合わせて適切に座席を配置している。 

・生徒の集中力や実態に合わせ、全体学習・個別学習の授業形態をとる。 

（２）指導内容・方法の工夫 

・音声言語による表出方法だけではなく、文字カードや絵カードによる表現方法をとることで、生徒が自信を

もって答えやすくする。 

・個別学習では、個々の実態に合わせたファイルを作成し、実態に合わせ学習内容や、学習量の調整を行い見

通しをもって取り組めるように工夫した。また操作性を実態に合わせて変更するなど配慮している。 

・全体学習では、意欲を引き出すために、実態に合わせ選択肢を操作し、選択しやすいように工夫した。 

（３）教材・教具の工夫 

・生徒が操作する絵カード等は、素材選び、厚さにこだわりをもって作成している。教室内どの位置からも見

やすさに配慮し、できるだけラミネートは使用しないものを使用している。 

  

黒板（ホワイトボード） 

Ｔ1 

Ｔ3 

A 

B 

C 

D 

Ｔ2 

空 

E 

 

F 

 

G 

長 机 

プロジェ

クター 



指定授業④ 

９ 本時（全８時間中の６時間目） 

（１）本時の目標（軸① 本時で「何ができるようになるか」） 

・選んだ予定カードを言葉や絵カードで伝えることができる。     【知識及び技能 】 

・他の情報に惑わされず自分の予定に合ったカードを選ぼうとする。【思考力・判断力・表現力等】 

・例示や友達を見て学習内容を知り、意欲的に活動に参加できる。 【主体的に学習に取り組む態度】 

 

（２）本時の展開 

 

・学習内容 

（軸②本時で「何を学ぶか」） 

〇学習活動 

（軸③本時で「どのように学ぶか」） 

指導上の留意点と配慮事項 

軸④（どのように支援するか） 

軸⑥（実施するために何が必要か） 

全体の評価規準 

（評価方法） 

軸⑤本時で何が身についたか 

導

入 

 

１

０

分 

１ 始まりの挨拶 
・学習の始まりを意識
する。 

 
 
 
 
２ 出席確認 
・名前の札を選び、 
「出席」の場所に貼る。 
 
 
 
 
 
３ 学習内容の確認 
・本時の学習について
確認する。 

 
 
 

・教師に注目し、起立で姿
勢を整え、挨拶してから
着席する。 

 
 
 
 
・自分の名前の札を選び
出席場所に貼る。 

 
 
 
 
 
 
・本時の活動内容を知る。 
 

・生徒の姿勢を確認し、着
席を促す。 

・個別で支援が必要な生
徒は個別で対応する。 

 
 
 
・生徒の実態に合わせて
選択肢を調整する。 

・目線の動きに気を配り、
目線が合った時点で称
賛し、自信をもって活動
に取り組めるようにす
る。 

 
・返事がないときは、もう
一度呼名をし、応答する
ことが意識できるよう
にする。 

・生徒の実態に合わせて
選択肢を調整する。 

・よい姿勢を意識し自ら実
践している。 

・姿勢よく大きな声で挨拶
ができる。 

・教師を注目して返事をし
ている。 

 
・複数の名前の札の中から
自分の名前の札を選ぶこ
とができる。 

 
 
 
 
 
・注目して説明を聞くこと
ができる。 

・複数の中から自身の予定
カード選ぶことができ
る。 

展

開 

 

３

５ 

分 

４ 全体学習 

・選んだ予定カードを

言葉や絵カードで伝

えることができる。 

 

・他の情報に惑わされ

ず自分の予定に合っ

たカードを選ぼうと

する。 

 
・複数の帰りの絵カード
を選び指定された場所
に貼り、みんなの前で発
表する。 

 
 
 

 
・例示を示し、学習内容を
理解し、意欲的に活動に
参加することができる
ようにする。 

・個々の実態に応じて選
択肢を調整する。 

・目線の動きに気を配り、
目線が合った時点で称
賛し、自信をもって活動
に取り組めるようにす
る。 

 
・自分の予定を言葉やカー
ドを使い、みんなの前で
発表することができる。 

（ ウ ー
１） 

 
・自分の予定に合ったカー
ド  
 を選択しようとする。 
        （イー２） 
 

５ 個別学習 

・それぞれの課題に応

じた学習を行う。 

 

 

６ 動画 

（物語） 

 
・個々の個別学習のファ
イルに沿って個別学習
を行う。 

 
（物語） 
視聴 

 
・T1、T2は各担当の生徒の
個別学習を担当し、学習
を進めていく。 

 

 
・例示や友達を見て学習内
容を知り、意欲的に活動
に参加できる。 

 
・注目して映像を見ること
ができる。 

ま

と

め

５

分 

７ 次回の予定 
・次回の学習について
見通しをもつ。 

 
８ 終わりの挨拶 
 

・本時でできたこと、でき
なかったことを個別に
確認する。 

・姿勢を正すよう言葉掛
けをし、全員の姿勢が整
ったら、生徒に号令をか
けるよう促す。 

・注目して話を聞くことが
できる。 

 
 
・姿勢整えと教師を注目し
て挨拶している。 



（３）授業観察の視点（授業者のニーズ） 
 ・授業内容は生徒の興味関心を引き付ける内容であったか。。 
 ・教材は適切に使用し、有効に活用できていたか。 
 ・生徒は主体的に活動し、意欲的に学習に取り組めていたか。 
 
 



知識及び技能 思考力・判断力・表現力等 学びに向かう力・人間性等 

・複数の中から正しい予定カードを
選び、言葉や絵カードで相手に伝
えることができるようになった。 

・他の情報に惑わされず正しい予定
カードを選ぶことができ、みんな
の前で発表することができた。 

・例示を見て学習内容を知り、意欲
的に活動に参加することができる
ようになった。 

＜次の単元や次年度に向けて＞ 
卒業後に向けて、更に自己決定力を高められるように色々なパターンで表現できるように設定していく。また授

業に変化を加え、周りの情報に惑わされず正しく表現できるようになる。 

 

教科名 国語 対象学部・学年 B部門高等部 2 年生 Bグループ 7 名 

単元名 「伝えよう・表現しよう」 単元の指導計画 全 8 時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《学習内容》 
新学習指導要領より以下の内容を設定する。 
○ 1 段階（知能及び技能） 
（ア）社会生活に係る人とのやり取りを通じて言葉には考えた

ことや思ったことを表す働きがあることに気付くこと。 
（イ）相手を見て話したり聞いたりするとともに間の取り方な

どに注意して話すこと。 
○思考力・判断力・表現力 

A 聞くこと・話すこと 
( ア ) 社会の中で関わる人の話などを話し手が伝えたいことの

中心に注意して聞き話の内容を捉えること。 
 B 書くこと 

ア相手や目的を意識して書くことを決め集めた材料を比較す
るなど、伝えたいことを明確にする。 

《学習活動》 

どのように学ぶのか（軸③）具体的な教材

とその活用方法について 

次のページを参照 

 

 

どのように学ぶのか（軸③） 

        【第６時】〇 生 徒 の 様 子 ➡ 要 因 

日々の授業に変化を加え、生徒自身が考える授

業づくりを行っている。生徒の実態によっては離

席が目立っていたが、言葉かけ、絵カード、 ICT

機器を使用することで興味をもって全体学習、個

別学習に取り組むことができ、学びを深める工夫

「しかけ」を多く取り入れ、授業を進めることが

できている。またみんなの前で発表する機会や、

発言を求めることを多く取り入れることで、相手

に伝えることや、表現することができるようにな

ってきており、自己決定力を高めることができる

ようになってきている。 

授業の様子。 

 

個別学習（ワークシート）では、個々の実態に

沿った教材を準備し、学習の終わりに見通しをも

って取り組むとこができるようになってきた。 

 

学習評価（軸⑤）本時で何が身についたか 

知識及び技能 思考力・判断力・表現力等 学びに向かう力・人間性等 

自身の予定カードを選んだり、発表
したりすることができる。 

予定カードの選択や発表を通して、
相手に伝わる手段を考えたり表現し
たりできるようにする。 

伝えたいこと、伝わることのよさを
感じ、意欲的に活動へ参加しようと
する。 
 

 

学びの姿 
外部専門家の助言、学部協議会からの改善 

改善⓵ 
側面に座っている生徒が正面のホワイトボードが見

えづらいと指摘を受ける。 
 

座席の改善→見やすい位置に。 
変更前          変更後 
コの字          椅子のみ 
             扇型 
 

 
 

座席を変更することにより離席が減り必然的にホワイ
トボードを注視することができた。 
 
改善② 
予定カード発表後、予定カードの正解をしっかりと 

フィードバックすること。周りの生徒も分かりやす 
い方法で予定（正解）を確認することができた。 
 
変更前          変更後 
個別で正解を 
フィードバック      全体で正解を共有 
 
 
 
 
   

 

本単元で育てたい資質・能力：何ができるようになるか（軸①） 

何を学ぶのか（軸②） 

学習評価（軸⑤）本単元で何が身についたか（単元の成果と課題） 



 

どのように学ぶのか（軸③）具体的な教材とその活用方法について 

⓵＜本時の授業内容の確認＞ 

・活動内容を知る 

⓶＜出席確認＞ 

・自分の名前の札を選び出席場所に貼る。 

理解状況に応じて「出席・欠席」の札を変更している 

学びを深める工夫「しかけ」 

＜複数の帰りの絵カードを選び指定された場所に貼り、みんなの前で発表する＞ 

日々の授業に変化を加え、生徒自身が考える 

個々の実態に応じて選択肢を調整する 

⓵＜自分の名前の札を選び所定の位置に貼る＞ ⓶＜帰りの予定カードを選び所定の位置に貼る＞ 

展 開 ＜ ワ ー ク シ ー ト ＞  

導 入  

展 開 ＜ 全 体 学 習 ＞  

変 化  

平仮名表パズル 生徒の実態に応じて 

興味あるものを準備 

帰りの予定カード

の復習 
授業の様子 

⓷皆の前で発表 

個々の実態に応じた 

個別ファイルを準備 



指定授業⑤ 

保健体育科 学習指導案 
 

 

日 時 平成２年２月７日金曜日 

                                      １１時２５分～１２時１５分 

場 所 体育館 

対 象 知的障害教育部門高等部３年 

                                      Ｃグループ１５名 

授業者 柳 明良  （T１） 

                                      加島 あすか（T２） 

 

１ 単元名   ハンドボール「パスを回してシュートを決めよう」 

 

２ 単元の目標 （軸①「何ができるようになるか」 資質・能力の３観点で記載する） 

（１）ハンドボールの活動を通して、基本的な技能を身に付ける。             【知識及び技能】 

（２）ハンドボールのゲームを通して、ポジションを意識した動きをしようとする。 

【思考力・判断力・表現力等】 

（３）ハンドボールの経験を通して、自他の課題を発見し解決しようとする。 【学びに向かう力、人間性等】 

 

３ 単元の評価規準（軸⑤「何が身に付いたか」 評価の３観点で記載する） 

 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 

① 指の腹でボールをつかんでい

る。 

 

② 届く距離を理解して、相手の

胸に向かってパスができる。 

 

③ 自分のポジションを理解し、

活動することができている。 

① 相手と距離をとって、取るこ
と、取られることを考えてい
る。 

 
② 取られにくいパスを考えて行

動している。 
 

③ 相手より多くの点数を取って

勝利しようと考えている。 

① 積極的にゴールに向かって走
ることができている。 

 
② 声を出して「パス」を要求して

いる。 
 

③ 自他の課題を理解し言葉掛け

ができている。 

 

４ 指導観（軸②「何を学ぶか」） 

（１）単元観（単元目標を達成するため、新学習指導要領の３つの資質能力どの内容を学び、どのような力を身に付けるか） 

ア 新学習指導要領教科の視点より 

本単元は、特別支援学校高等部学習指導要領保健体育（平成 31 年 2月公示）を受け、下記の学習内容と

関連付け設定する。 

○２段階 Ｅ 球技 

（ア）知識及び技能 

 球技の楽しさや喜びを深く味わい、その特性に応じた技能の理解を深めるとともに、目的に応じた技

能を身に付け、ゲームを行う。 

（イ）思考力・判断力・表現力等 

   球技についての自他の課題を発見し、よりよい解決のために仲間と思考し判断したことを、目的 

や状況に応じて他者に伝える。 

（ウ）学びに向かう力、人間性等 

   球技の多様な経験を通して、決まりやるーる、マナーなどを守り、自己の役割を果たし仲間と協 

力したり、場や用具の安全を確保したりし、見通しをもって自主的に運動をする。 

 

ハンドボールはゴール型のスポーツである。チームでボールを回し、シュートをして得点を多くとったチー

ムが勝利という分かりやすいスポーツである。本校は、昼休みに体育館でバスケットボールをする生徒がいる

ことから、バスケットボールが得意な生徒が多い。バスケットボールに参加しない生徒は、ゴールが高くボー

ルが届かないのでシュートが決まらないことや、得意な生徒についていけない気持ちがあるため参加をしな

いことが多い。昼休みにバスケットボールに参加したい生徒にも、バスケットボールと近い運動量、ルールで

活動し生涯スポーツにも生かしてもらいたいと思い本単元を設定する。 



ハンドボールは定位置から投げてもシュートが決まる確率が高く、バスケットボールとは違い、簡単に得点

することができる。得点をすることで「できた」という気持ちが芽生え、運動に参加がしやすくなると考える。

ゲームの中で得点をするには、相手ゴールに向かってチームと協力しながらボールを回し、シュートするとい

うことが必要である。コミュニケーションを取りながら運動に取り組むことで、周囲を意識しながら活動で

き、周囲の人を考え行動する力が養われると考える。 

社会人に大切なコミュニケーション能力や、生涯スポーツに生かされるため、3年間の最後の体育の授業と

して本単元は適していると考える。 

 

   イ 自立活動の視点より 

    「３人間関係の形成（２）他者の意図や感情の理解に関すること」において、なかなか他者のことを考え

ながら運動をすることが難しい生徒が、繰り返し練習を行うことで、他者のことを考えながら運動ができ

ると考える。 

   ウ キャリア教育の視点より 

    「人間関係形成・社会形成能力」の「自己肯定感を育み、その上で他者の価値観や個性を尊重し、集団で

の生活を有意義に過ごせるようになる。」において、ハンドボールの運動を通して、達成感を味わいチー

ムプレイでコミュニケーション能力を育めると考える。 

 

（２）生徒観（単元に関する児童・生徒の実態から、単元目標を達成するため、何を学ぶのか） 

  高等部の生徒は、重度重複学級 3名、Ⅰ類型 4学級 31 名、Ⅱ類型 2学級 15名の合計 7学級 49 名が在籍

している。対象のⅡ類型は運動能力が高く、教師の指示をしっかり聞くことができる。 

ハンドボールは、全生徒が初めて取り組むスポーツである。1、2 年生のときにバスケットボールの授業

に取り組み全員が積極的に参加できていた。ハンドボールは初めて取り組むので、バスケットボールの実態

を参考に実態を記載する。バスケットボールが得意で昼休みに活動している生徒が 5 名。誘われてたまに

参加するが、自分からシュート、パスをすることが難しい生徒が 7名。バスケットゴールにシュートが届か

ない、届いても得点が難しい、パスの距離感が難しい生徒が 3 名である。ボールの勢いに差があるが、全員

ゴールを狙いシュートすることができる。パスは、相手の胸に正確にパスができる生徒と難しい生徒がい

る。動きながら相手に正確にパスができる生徒は全体の 3 分の 2 で、相手との距離感を考えてパスを出せ

る生徒は 7名である。 

以上、生徒の実態から、まずは相手の胸に正確にパスができるようになることを目指し、相手との距離感

を考えながらパスを出せるように練習をするなど、基本的な技能のパス、距離感（ポジション）、シュート

の練習を繰り返し行い、ゲームにつなげ本単元目標の達成を目指す。 

 
（３）教材観（教材「で」何を学ぶか」） 

本単元では、初めて行う種目であることから基本的な技能の習得を目指し最後に簡易ゲームをする内容

である。基本的な技能の習得をするために、技能習得ノートを活用する。技能習得ノートは、一つ一つ段階

的に習得でき、視覚的に分かりやすい内容となっている。ノートにはシールを貼る箇所があり、習得したら

自分で貼れるようになっている。 

初めて行う種目であるため、まずはハンドボールを知るために動画を視聴しルールを知ってもらう。ハン

ドボールを学習した後は、投げ方の練習を行う。持ち方、投げ方を確認するために必要に応じて ICT機器を

活用し動画を見ながら技能の確認をする。投げ方がある程度習得できたら、ゴールを使いシュート練習を行

う。パス練習は、お互い正面に立ち、近い距離から徐々に間隔を広げていき距離感を考える練習を行いつ

つ、相手の胸元に投げる練習を行う。技能が習得できてきたら、ボール回しを行い、チームの距離感を考え

ながらパスを回していく技能を養っていく。また、ポジションを考えて行動できるように「鳥かご」、2対

1 などに取り組む。最後に、これまでの練習の成果を技能習得ノートで振り返り、全員で試合ができる状態

にし、簡易ゲームを行っていく。 

 

 

 

 

 



５ 年間指導計画における位置づけ 

 

本校での保健体育の年間指導計画では、年間を通して 

（１）きまりやルールを守り、仲間と協力して安全に運動に取り組む。 

（２）運動をする目的を理解させ、基本的な体力の向上・健康の保持増進を図る。 

（３）運動技能を向上させるとともに、生涯のスポーツへの興味・関心を育む。 

の３つのねらいを設定している。 

本校高等部の保健体育では１年間を通して、スポーツテスト、水泳、グループ別、持久走記録会、グループ

別の約５段階に分かれている。主に持久走記録会が大きなイベントである。１年間を通して、自己の記録の更

新、目標の達成において達成感を味わい、自己肯定感を高め、その中で仲間と協力して活動している意識をも

たせる内容にしたい。 

 

６ 単元の指導計画（１０時間扱い。本時は６時間目） 

学習内容 

（軸②何を学ぶのか） 

学習活動 

（軸③どのように学ぶのか） 

評価規準 

（軸⑤何が身についたか） 

第
１
時 

○ハンドボールの道具や投

げ方を知る。 

・ハンドボールの特徴やルール説

明を聞く。 

・道具の説明を聞き、道具の種類、

名称を知る。 

・道具の準備、片付けの仕方の説

明を聞き、協力して準備をした

り片付けをしたりする。 

・ボールの投げ方の説明を聞き、

投げる練習をする。 

指の腹でボールをつかんでいる。 

＜ア―①＞ 

 

第
２
時
～
第
３
時 

○投げ方を習得する。 

 

・ICTを活用し、動画を見る。 

・ゴールの枠内にボールを投げシ

ュート練習をする。 

・相手との距離を決め、パス練習

をする。 

声を出して「パス」を要求してい

る。＜ウ―②＞ 

相手の胸に向かってパスをして

いる。＜ア―②＞ 

第
４
時
～
第
５
時 

 

〇パスの距離感や正確性を高

める。 

 

・距離を伸ばしながら相手の胸元

にパスをする。 

・円になり、相手に取られないよ

うにパスを横や前にパスを回す

練習をする。（鳥かご） 

 

相手と距離取って、取ること、取
られることを考えている。 

＜イ―①＞ 

取られにくいパスを考えて行動

している。＜イ―②＞ 

自他の課題を理解している。 

＜ウ―③＞ 

 学習内容（軸②年間を通して何を学ぶのか） 

１学期 
新体力テスト 新体力テストを通して、体力・運動能力に関する理解を深める。 

水泳 けのびやバタ足を通して泳げる距離を伸ばし、クロールを通して泳法の基礎を学ぶ。 

２学期 

水泳 タイム測定を通して目標タイムの向上を目指す。 

機械運動 マット運動や跳び箱運動を通して、様々な技や課題に挑戦したり発表したりする。 

陸上競技 長距離走を通して、自己の全身持久力を高め、持久走大会に向けての準備をする。 

３学期 

球技 ハンドボールを通して、基本的な技能を習得し、簡易ゲームを行う。 

保健 オリンピック・パラリンピックの学びを通して、「スポーツをする」だけでなく、「観 

る」「学ぶ」「支える」という視点を意識しようとする。 



 

第
６
時
（
本
時
）
～
第
７
時 

○パスやシュートの技能を

高めたり、ポジションを意

識したりする。 

 

・二人一組でのランニングパスを

する。 

・ゴールに向かって走り、シュー

トする。 

・固定のポジションで、パスを回

す。（2対 1、3対 1） 

ゴールに向かって走っている。 

＜ウ―①＞ 

自分のポジションを理解し、活動 

することができている。 

＜ア―③＞ 

第
８
時
～
第
１
０
時 

○習得した技能を生かして

ゲームをする。 

 

 

○ハンドボールのよさや楽

しさを考える。 

・半面コートでの簡易ゲームを行

う。 

・相手チームより多く点数を取っ

て勝利する。 

・ハンドボールを経験しての感想

を書く。 

相手より多くの点数を取って勝 

利することを考えている。 

＜イ―③＞ 

 

 

 

 

７ 配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 指導に当たって（軸⑥学習環境や人材の活用などを含め 軸③「どのように学ぶか」） 

（１）授業の形態の工夫 

・能力が均等になるようにグループを編成した。(3グループ) 

 ・ボールの跳ね返りが当たらないようにゴールと壁を離した。 

 ・グループ活動で交錯しないようにスペースをとった。 

 

（２）指導方法・教材の工夫 

・見通しがもてるように、授業のポイントをホワイトボードに提示する。 

 ・ノートを活用しシールを貼ることで復習ができるようにした。 

 ・自分の様子が分かるように iPadをいつでも使えるようにした。 

 ・ゴールキーパーを人形にし、ちゅうちょなくシュートが打てるようにした。 

 ・どこでも活動ができるように、室内用のサッカーゴールにした。 

ステージ 
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指定授業⑤ 

９ 本時（全１０時間中の６時間目） 

（１）本時の目標（軸① 本時で「何ができるようになるか」） 

・走りながらパス、シュートができる。【知識及び技能】 

 ・ポジションを意識してパスをもらうことができる。【思考力・判断力・表現力等】 

 

（２）本時の展開（抽出生徒２名） 

 

・学習内容 

（軸②本時で「何を学ぶか」） 

〇学習活動 

（軸③本時で「どのように学ぶ

か」） 

指導上の留意点と配慮事項 

軸④（どのように支援するか） 

軸⑥（実施するために何が必要か） 

全体の評価規準 

（評価方法） 

軸⑤本時で何が身についたか 

導

入 

 

１

２

分 

〇挨拶 

・前回の学習内容の確認 

・本時の学習内容の確認 

・ルールの確認 

〇姿勢を正す。 

〇ノートを見ながら確
認する。 

 

 

〇ホワイトボードを見
て確認。 

○基準を整え、整列し挨拶を
する。 

●Ｔ１に注目していない生
徒に指導する。 

○●前回の内容を確認し、習
熟度を把握する。 

○今回の目標を確認し、安全
面の確認をする。 

 

○準備体操(3分) 

○ランニング（5分） 
○水分補給（1分） 

〇列を整えてぶつから
ないように体形を整え
る。 

・５分間走続ける。 

○●けがの予防のために準
備体操ができているか確認
をする。 

○●安全に活動できるよう
に、ルールを守っているか確
認をする。 

 

 

展

開 

１ 

 

１

０ 

分 

○パス練習 

・ICT の活用。 

 

○シュート練習 

 

〇グループごとに整列

して行う。 

 

〇ゴールにシュートす
る。 

○●動きが難しい生徒には、
ICT を活用し、個別に確認す
る。 

○●安全に活動できていな
い場合、言葉掛けを行う。 

○●ゴールを決められる位
置を 

確認しながらゴールを決め
られ 

るように支援を行う。 

 

展

開 

２ 

 

１

５

分 

○鳥かご 

・チームごとに円にな

る。 

 

〇走りながらパス、シュ

ート 

 

○2 対 1、3 対 2 

○チームごとに円にな
り取り組む。 

 

○二人一組でのランニ
ングパス。ゴールに向
かって走り、シュート
する。 

○固定のポジションに
ついて、パスを回す。
（2 対 1、3 対 1） 

○●相手との距離、取りやす
いパ 

スを出せているか確認しな
がら 

行う。 

○中心の生徒が偏らないよ
うに 

鬼を変えながら行う。 

○パスができる相手を意識
できているか確認する。 

ゴールに向かって走って

いる。 

＜ウ―①＞ 

自分のポジションを理解

し、活動 

することができている。 

＜ア―③＞ 

ま

と

め  

 

８

分 

○片付け（2 分） 

 

○振り返り 

・レベルアップノート、
本時の成果を確認 

 

○友達と協力して片付
けを行う。 

○レベルアップノート
の記入。 

○本時の内容を振り返りで
きたことを評価する。次回の
予告。 

○けががないか、痛いところ
がないか確認する。 

 

 

○本時のまとめ 

○整理体操 

○挨拶 

 

○使った筋肉を休め
る。 

●Ｔ１に注視していない生
徒に言葉掛けをする。 

○基準を整え、整列し挨拶を
する。 

 

  
 
 



（３）授業観察の視点（授業者のニーズ） 

＜目標＞ 

・本時の目標が達成できていたか。 

・生徒一人一人の目標の内容が適切であったか。 

＜展開＞ 

・個々の能力に応じて活動できていたか。 

・協力して活動することができていたか。 

・ルールを守り活動することができていたか。 

＜学習活動、指導上の留意点＞ 

   ・生徒が主体的に取り組める学習内容であったか。 

   ・運動量が確保できていたか。 

  ＜評価＞ 

・評価規準と評価方法が一致していたか。 

・生徒自身でも分かりやすい評価であったか。 
 
 



知識及び技能 思考力・判断力・表現力等 主体的に学習に取り組む態度 

届く距離を理解しながら、パス、シ
ュートができた。肘を高く上げるこ
とでパス、シュートの技術力が上が
った。 

鳥かごに取り組むことで、相手のこ
とを意識しながら、取られないよう
なパスを出すことができた。 
 

相手が取れる距離、強さを考え、パ
スをつないでシュートを決めるため
にどうすればよいか考えて行ってい
た。 

＜次の単元や次年度に向けて＞ 
・次年度に向けて 
達成感が味わいやすく、活躍できる生徒が多くいる単元だと感じた。ボールの大きさも適当で、誰にでも簡単に操
作ができる。球技ゴール型のスポーツとして来年度も取り組んでいきたいと思う。 
 
 

 

 

 

 

教科名 保健体育 対象学部・学年 高等部３年生 

単元名 ハンドボール 単元の指導計画 全１０時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《学習内容》 
新学習指導要領より以下の内容を設定する。 
2 段階 
(1) 目標  イ 
各種の運動や健康・安全な生活を営むための自他の課題を発見
し、よりよい解決のために仲間と思考し判断したことを、目的
や状況に応じて他者に伝える力を養う。 
 
(2) 内容  E球技  イ 
球技についての自他の課題を発見し、よりよい解決のために仲
間と思考し判断したことを、目的や状況に応じて他者につたえ
ること。 
 
相手ゴールに向かってチームと協力しながらボールを回し、シ
ュートするということが必要である。コミュニケーションをと
りながら運動に取り組むことで、周囲を意識しながら活動で
き、周囲の人を考え行動する力が養う。 
 

《学習活動》 
・ハンドボールを知る。 ( 動画視聴 )  
・基礎練習 
「ボールの持ち方」「パス」「シュート」
「鳥かご」「オフェンス、ディフェンス」 
・ゲーム 
・技能習得ノート 
・ ICT の活用 

どのように学ぶのか（軸③） 

        【第５時】〇 児 童 の 様 子  ➡ 要 因  

 

○第４時までに、基本の投げ方、捕球の仕方を学

びパス回しができるようになった。 

○届く距離を理解してパス、シュートができるよ

うになった。 

➡パス練習と、鳥かごの練習時に「距離」変えて

行ったことで身に付いた。 

○相手との距離を考えて行動できるようになっ

た。 

➡鳥かごを繰り返し行うことで、取ること、取ら

れることが身に付き相手との距離感を覚えること

ができた。 

○自他の課題を発見し、お互いに言葉をかけるよ

うになった。 

➡パスを出すときに相手のことを考えながら行う

癖が付き、成功した時や失敗した時に、話す機会

が増えた。 

学習評価（軸⑤）本時で何が身についたか 

知識及び技能 思考力・判断力・表現力等 学びに向かう力・人間性等 

・届く距離を理解してパス、シュー

トができる。 

・味方と相手と距離をとって、取る

こと、取られることを考えることが

できる。 

・自他の課題を発見し、協力して解

決することができる。 

 

外部専門家の助言、学部協議会からの改善 
６つの軸からの改善  ●生徒の様子  ➡要因  □改善  
＜軸②  学習内容＞  
・運動量がしっかり確保されていて、待ち時間も少な
くメリハリのある授業だった。しかし、ＭＴの表情
や、言葉掛けの工夫があるとよかった。 
 
＜軸③  学習活動＞  
・投げることが難しい生徒が動画を見ながら改善に取
り組んでいた。鳥かごでは、生徒のパスがつながるよ
うになってきた。また、パスする相手に声を掛けるよ
うになってきた。  
 
＜軸④  指導の手立てや支援の方法＞  
・「できた」という達成感を味わうことが、技術習得
ノートで確認できたが、その都度、言葉掛けで評価す
ることもできる。また、授業最後のまとめの時に、生
徒から意見を引き出して、まとめをすることも大切。 
 
＜軸⑤  学習評価からの改善＞  
・距離を意識して相手にパスをすることができたが、
声掛けをしながらやると良い。  
・鳥かごの時間が長かったので、時間で区切るとメリ
ハリがで良い。  
 

学びの姿 

本単元で育てたい資質・能力：何ができるようになるか（軸①） 

何を学ぶのか（軸②） 

学習評価（軸⑤）本単元で何が身についたか（単元の成果と課題） 



 

 

Ｂ部門高等部 公開研究協議会のまとめ 

 

１ 高等部研究協議会 

  協議会は、高等部の研修研究部から「今年度の研究仮説、研究方法、年間計画、研究経過、考察、課題と次年度
に向けて」についての報告をパワーポイントとポスター発表を交えて行った。 

今年度の成果としては、新学習指導要領を根拠とした授業づくりを意識し、ＰＤＣＡサイクルに基づく授業改善を

学年単位で行えたことである。特に付箋紙を活用した授業改善に向けた意見を統計にすることで、単元目標を達成す

る要因、課題となる要因の多い項目を整理することができた。 

上記で整理した結果から、新学習指導要領や生徒の実態を根拠に、学習内容・学習活動の検討を図ること、生徒の

実態に即した支援の方法と手だてを整理し、教員間でその情報を共有することが挙げられた。それらを念頭に次年度

は、生徒が自らやりやすい方法に気付く「しかけ」をどのように授業の中に盛り込んでいくかを探求していく。 

 

２ 講評：本校外部専門家 檜森 美弥子氏 

＜１年生のポスター発表について＞ 

 ルーティンを作り、積み重ね、楽しむ、協同をキーワードとしたアクティブラーニングに結び付く授業になってい

た。「楽しい」の前に、その授業に「見通し＝ルーティン」がもてるかが知的障害、発達障害の生徒には大事である。 

 アニメの活用は、今どきの生徒には興味関心が高い教材で、その教材を活用しつつも、場に合わせた言葉を発する、

伝わりやすいように発する、相手の言葉に応じて発する等、いろいろな言葉の活用ができると思うので、幅を広げて

次のステップに進んでほしい。 

＜２年生のポスター発表について＞ 

前回の授業参観で感じたこと（生徒の姿勢の改善、フィードバックの改善）を丁寧に用意して改善されていた。個

別学習のマッチング教材は両面テープの利便性を活用し、何度でも使用できるようにするなど、個に合わせ工夫され

た教材ができていた。今後は、文字の構成の学習の場合、マッチング的作業だけで終わらず、文字と絵と音声が一致

するような学習を個別学習の中で取り組んでほしい。 

 ＜３年生のポスター発表について＞ 

  以前は、投げ方も頼りなかった生徒が教諭の指導の工夫で改善されていた。本時では、生徒同士が声を出し合って

投げ合ったり、取りやすいボールを投げたりすることが自然にできており、教諭も配慮をしていた。指導案の学びに

向かう力、人間性に関する内容として、その部分をもう少し記入してもよい。 

今年のテーマは「根拠のある授業作り」となっていて、根拠のある３つの柱を立てるために基本になるのは「生徒

の実態把握」である。認知、スキル、障害特性、生活年齢等を把握した上で、「授業作り」に取り組んでいく。指導

の根拠として、発達診断が役立つ。高等部の場合はこれまでの学習の積み重ねを把握しつつ、現状の興味関心、人間

関係、日ごろの観察を踏まえて把握を進めてほしい。 

  町田のチームで研究する形は年々良くなっている。授業改善を行う際、意見交換をしながら大事にしていってほし

い。教員間の意思疎通を深め、チーム研で学年の教員と共有し、日常生活の指導に生かすこともできる。「他人と最

もうまく協力できる人が、最大の成功を収めることができる」これからもチーム研の充実を願っている。 

 

講評：東京家政大学教授 杉野 学氏  

新特別支援学校教育要領・学習指導要領では、児童・生徒の「主体的・対話的で深い学びの実現」に向けた授業改

善を、組織的・計画的に進めることが示されている。また、教科指導が重点化され、各教科の目標・内容が整理され

た。知的障害教育の「教科」は指導要領の解説で丁寧に書き込まれている。授業の目的や内容の関連をおさえてもら

いたい。また、いろいろな特性の生徒が在籍するようになったことを踏まえ、ある程度の特支のカリキュラムができ

る子は小中学校の学習指導要領の内容を勉強してもよいとなっているように時代は変わってきている。教科と生活の

統合（融合）を個別の指導計画の個人目標と教科の目標とをうまく擦り合わせながら、実際の授業や生活の中で復元

できるようにしていく。知的障害がある生徒に対しての主体的・対話的な学びとはどのようにしていけばいいのか。

自身が授業参観をする際の観点は、「生徒がどのように進んで勉強しているか」である。教材は授業を進める上で大

切なポイントである。教材を単元として一つの授業をどう展開していくのか。単元の初め、中間、終わりの姿を見な

がら、ＰＤＣＡに基づいて授業評価していくか、システム化していき、自分を律しながら行っていくことが大事であ

る。また、授業の診断的評価、形成的評価、総括的評価を学期ごとが良い区切りなので行うとよい。本日の公開研で

は、プレゼンがわかりやすく、システマチックに変えながら行っているところが良かった。また、生徒を主体として

「生徒がどのように動く授業を作ればいいのか」を大事にしている点が良い。次年度の「しかけ」をテーマにした研

究を楽しみにしたい。                                ＜吉田 輝世＞ 


