では、今から肢体不自由教育部門、小学部・中学部・高等部の研究報告をしたいと
思います。
よろしくお願いいたします。

全校の研究テーマは豊かな社会生活を送れる知識や姿勢を身に付けるために、学
びを深める工夫「しかけ」のある各教科の授業づくり」となっています。
これは、今年度から始まった研究のテーマです。

そして、今年度は、1年目なので、新学習指導要領に基づく、根拠ある授業づくりを1
年目のテーマとして掲げて研究を行いました。

では、その研究テーマ1年目の新学習指導要領に基づく、根拠ある授業づくりにつ
いて説明していきます。

研究仮説としては、新学習指導要領の理念・内容を理解し、その骨格（６つの軸）を
踏まえた「根拠のある」授業により、３つの柱を踏まえた単元目標が達成できるので
はないか。
という仮説を立てました。

では、その6つの軸について説明します。
６つの軸とは、新学習指導要領の最初「総則」の構成が６つの軸に分かれていま
す。
１ 何ができるようになるか
→ 「単元や本時の目標」
２ 何を学ぶか
→ 「単元や本時の学習内容」
３ どのように学ぶか
→ 「学習活動」
４ どのように支援するか → 「教師の指導の手立てや支援」
５ 何が身に付いたか → 「学習評価」
６ 実施するために何が必要か → 「学習環境や人材など整えるべき条件」
この6つの視点に分けて、授業づくりや事前協議、事後協議を各学部で行ってきまし
た。

この図は全体の各学部の流れとなっています。
A部門は各学部で、B部門は各学年でチームを組みます。その単位で学部研の研究
授業を行ってきました。新学習指導要領に関する研究ということで、研究授業は国
語、数学、音楽などの「各教科」にしぼりました。
そして、研究授業の日のことだけというより、単元を通した授業づくりを研究対象とし
ます。
なので、単元を通して目標達成を目指し、授業づくりや事前協議、事後協議を各学
部で行っていました。単元終了後にその単元を評価しました。

研究方法としては、
〇各学部、学期に１回ずつの研究授業を行いました。
〇３つの柱の単元目標（資質・能力）について
・達成できた要因
・達成できなかった要因を先ほどの６つの軸から分析しました。

その分析方法として、各学部研の研究授業では、生徒が学んでいるところや、学び
につまずいていた要因や改善策を6つの軸に分けて意見や助言を参観者からもらう
ようにしました。
学びの主体は児童生徒と言うように、教師を視点にするのではなく、「生徒が〇〇
だった、その要因は○○だったから」というように生徒を主語にして、その様子と具
体的な改善策をセットで挙げることで見学者全員で一緒に授業の評価と改善を行い
ました。

続いて研究の年間計画についてです。
各学部、学年が各学期に1回ずつ研究授業を行ってきました。
研究授業や夏の中間報告会には、外部講師より指導、助言をいただき、更に改善
を図ってきました。

研究結果については、今後の部門ごとの研究報告、ポスター発表で御報告いたしま
す。
以上で、研究概要の説明を終わります。

A部門中学部では1学期は学部全員での体育で研究授業を行いました。自立活動を
主とした課程と知的代替の課程合同で授業を行っています。目標達成のための良
かった点は、生徒の実態に応じた学習内容の設定や教材教具の効果的な活用が
挙げられました。実態の幅が広い集団ではありますが、学部全体で授業を行いなが
らも、それぞれの実態に合わせた課題設定ができており、実態や、課題設定に応じ
て教材教具が効果的に活用できていたことが目標達成に繋がりました。しかしなが
ら、具体的な支援方法等については各教員の経験や感覚に頼るところも大きく、助
言者の先生から今できていることの見える化や共有化ができるとよいとの助言をい
ただきました。そこで、学部研で協議し、支援表と評価表の作成と試行を2学期以降
に行うこととなりました。

2学期の研究授業は、音楽で行いました。こちらも自立活動を主とした課程と知的代
替の課程合同の学部全体での授業です。目標達成のために良かった点については、
生徒の実態に応じた学習内容の設定や、既習の単元や学習内容との関連を考慮し
て授業デザインができたこと、MTとSTの役割の明確化が挙がりました。また、この
授業では、1学期の学部研での協議から作成試行へと至った、個人ごとの支援表と、
写真を載せている授業の評価表を活用しています。効果的な活用方法については、
引き続き検討課題となりました。

A高です。
1学期は、知的代替のGで家庭科を題材にという研究授業を行いました。
そこで出た課題と要因として、軸②学習内容はHighとLowで課題や目標を分けて行
うというのが出ました。
生徒に合わせた課題を設定し、学習指導要領から照らし合わせた形で、学習内容
を1段階と2段階に分けて行いました。
軸③ 学習活動は集団の一体感づくりや集団の良さを活かす工夫があるという助言
をもらいました。個々の作業的な活動が多いので、全員が時刻を確認して進捗状況
を全員で確認し合えば集団の学びとなるのではないかという意見をもらいました。
軸④ 指導の手立てや支援の方法は、自分のやりやすいように工夫したり、こういう
のがあったらできるようになるという「気付きを依頼する力」が大切だと共通確認が
できました。
そして、1学期に行った学習内容や評価基準を分けて行うことを２学期へついなげま
した。＠

２学期は同じGの国語で研究授業を行いました。
軸② 学習内容の課題として日常生活や卒業後に向けた関連性として、どのように
卒業を見据えて、今後の余暇活動につなげていくか。自分の気持ちを伝えられるよ
うな学習内容にするかが出ました。
軸④ 指導の手立てや支援の方法の単元目標の為の良かった要因として
実態に合わせたプリント教材では、HighとLowで分けたものの、そこで補いきれない、
実態の生徒に対して、個々に合わせて、出来なかった時のためにヒントのプリントを
提示して生徒自身が気付かせるような活動になりました。
ホワイトボードの活用に関しては、MTと板書を分けることで、授業がスムーズに進
行できることと生徒を見ながら常に見ながら発表を聞けるので、その時の生徒の評
価やフィードバックがしやすいことが挙げられました。＠

以上が各学部の報告になります。詳しくは後ほどのポスター発表で具体的にご報告
いたします。
また、この表は、各学部の研究授業、協議会におけるコメント数の割合です。
協議会においては、協議会シートを用い、６つの軸から授業を分析するお話を先ほ
どしましたが、
研究授業の協議会においては、良かった点、課題とも、軸④の支援方法に関するコ
メントが多いことが分かりました。
次いで、軸③の学習活動や、軸②の学習内容に対するコメントが多いことも分かり
ました。

以上の各学部の考察として
〇単元目標を達成する要因、課題となる要因
＜軸②学習内容＞
＜軸③学習活動＞
＜軸④支援の方法と手立て＞
に関する項目が多いことが分かりました。
➡新学習指導要領や児童生徒の実態を根拠に、さらに学習内容・学習活動の検討
が必要
➡支援の方法と手立てを整理する必要
があるということが分かりました。

課題として
単元目標を達成するために
・学習内容の明確化
・支援の方法と手立て➡支援の工夫「しかけ」
などが挙げられました。生徒の実態に合わせながら、学習指導要領に沿った学習
内容を行うことで、児童生徒により還元できるような授業になります。
また、その学習内容の中で支援の方法と手立てをより生徒一人で行えたり、自らや
りやすい方法を気付かせたりする「しかけ」を授業の中でどのように、入れるのかが
課題です。

最後に今後に向けてです。
①「深い学び」とはどんな学びか
②学びを促す、工夫「しかけ」とは？
この2点を念頭に置きながら、学部、部門、学校として、研究をしていきたいと思いま
す。
この後は、各学部のポスター発表がありますので、よろしくお願いします。

御清聴ありがとうございました。

指定授業①
国語・算数科

学習指導案

日

令和２年２月７日金曜日
１０時４５分～１１時３０分
場 所 小学部４・５年教室
対 象 肢体不自由教育部門小学部
自立活動を主とする教育課程
にこにこグループ５名
授業者 宮島 伸行 （T１）
清水 寛子 （T２）
今津 清彦 （T３）
宮﨑 洋美 （CS）
江尻 真優 （CS）
１

単元名

時

「まんまるさん」

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）お話遊びを通して、パネルや画面に注目したり、擬音語等の言葉のもつ楽しさに触れたりする。
【国語：知識及び技能】
（２）お話を見聞きして感じたことを表現したり、教師からの働き掛けに注目し応じて答えたりする。
【国語：思考力・判断力・表現力等】
（３）応じて答えることのよさを感じ、意欲的に表現しようとする。
【国語：学びに向かう力、人間性等】
（４）具体物に気付いて目で追ったり、操作したりすることができる。
【算数：知識及び技能】
（５）動作と場面の変化の因果関係や、形の違いに気付いて、具体物を操作できる。
【算数：思考力・判断力・表現力等】
（６）具体物へ働き掛ける楽しさを感じ、意欲的に働き掛けようとする。
【算数：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

評
価単
規元
準の

具学
体習
的活
な動
評に
価即
規し
準た

知識及び技能

・お話遊びを通して、パネルや画
面に注目したり、擬音語等の言葉
のもつ楽しさに触れたりする。
・具体物に気付いて目で追ったり、
操作したりすることができる。

イ

思考力・判断力・表現力等

・お話を見聞きして感じたことを
表現したり、教師からの働き掛け
に注目し応じて答えたりする。
・動作と場面の変化の因果関係や、
形の違いに気付いて、具体物を操
作できる。
【国語】
【国語】
① 歌 や 擬 音 語 等 の 言 葉 を 聞 い ① 教師から働き掛けられた状況
て、遊びやお話をイメージす
を受け止め、教師を見る。
ることができる。
② 教師からの働き掛けに、発声
② 音や場面の変化に気付くこと
や手の動きで応答する。
ができる。
③ 具体物への教師の動きと、音 【算数】
や 場 面 の 変 化 の 関 係 に 気 付 ③ 素材を操作したり、スイッチ
き、交互に見聞きできる。
を押したりすると場面が変化
することが分かり、操作する。
【算数】
④ 形の違いや場所に気付いて、
④ 教師の動きや具体物に気付
具体物を選んで操作できる。
き、目で追う。
⑤ 具体物に気付き、操作するこ
とができる。

ウ

主体的に学習に取り組む態度

・応じて答えることのよさを感じ、
意欲的に表現しようとする。
・具体物へ働き掛ける楽しさを感
じ、意欲的に働き掛けようとする。

【国語】
① 見聞きすること、応答するこ
と、発信することの良さを感
じ、様々な場面で意欲的に表
現しようとする。
【算数】
② 素材や具体物に働き掛ける楽
しさを感じ、意欲的に操作し
ようとする。

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
本単元では、３つの資質・能力（単元目標）を育むため、特別支援学校学習指導要領解説（平成３０年３
月）
・総則等編・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、次のように学習内容を設定す
る。
1 段階 イ我が国の言語文化に関する事項
（イ）遊びを通して、言葉のもつ楽しさに触れること。
単元目標（１）
（エ）読み聞かせに注目し、いろいろな絵本などに興味をもつこと
知識及び技能
国
➡お話遊びを通じて、パネルや画面に注目したり、擬音語等の言葉のもつ楽しさに触れ
語
たりする。
科
単元目標（２） 1 段階 A 聞くこと・話すこと
思考力、判断力、 イ 身近な人からの話し掛けに注目したり、応じて答えたりすること。
表現力等
➡見聞きして感じたことを表現したり、教師からの働き掛けに応じて答えたりする。
１段階 A 数量の基礎 ア具体物に関わる数学的活動
単元目標（４）
（ア） ㋐具体物に気付いて指をさしたり、つかもうとしたり、目で追ったりすること。
知識及び技能
算
➡具体物に気付いて目で追ったり、操作したりする。
数
１段階 A 数量の基礎 ア具体物に関わる数学的活動
単元目標（５）
科
（イ） ㋐対象物に注意を向け、対象物の存在に注目し、諸感覚を協応させながら捉え
思考力、判断力、
ること。
表現力等
➡動作と場面の変化の因果関係や、形の違いや場所に気付き、具体物を操作できる。
なお、単元目標（３）
（６）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。
イ

自立活動の視点より

特別支援学校学習指導要領解説（平成３０年度３月）自立活動編、第６章自立活動
「６ コミュニケーション（１）コミュニケーションの基礎的能力に関すること。」
「（１）コミュニケーションの基礎的能力に関することは、幼児児童生徒の障害の種類や程度、興味・関心
等に応じて、表情や身振り、各種の機器などを用いて意思のやり取りが行えるようにするなど、コミュニケー
ションに必要な基礎的な能力を身に付けることを意味している」とある。また、
「周囲の者は、幼児児童生徒
の表情や身振り、しぐさなどを細かく観察することにより、その意図を理解する必要がある。したがって、ま
ずは双方向のコミュニケーションが成立することを目指して、それに必要な基礎的能力を育てることが大切で
ある。」と記載されている。
本単元では、教師からの問い掛けの「意図」を理解し、発声や手の動きなど応答することができることを単
元目標（２）として位置付ける。教職員は児童のその表現を細かく観察し、その表現の意味を理解し、教職員
で共通理解をするように努める。そして、単元目標（３）「応じて答えることのよさを感じ、意欲的に表現し
ようとする」につなげる。
「４ 環境の把握（５）認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること」
「環境の把握（５）は、ものの機能や属性、形、色、音が変化する様子、空間・時間等の概念の形成を図る
ことによって、それを認知や行動の手掛かりとして活用できるようにすることを意味している。
」とある。さ
らに、「認知とは、感覚を通して得られる情報を基にして行われる情報処理の過程であり、記憶する、思考す
る、判断する、決定する、推理する、イメージを形成するなどの心理的な活動を指す。一方、概念は、個々の
事物・事象に共通する性質を抽象し、まとめ上げることによって作られるものであり、認知の過程において重
要な役割を果たす。」と記載されている。
本単元では、具体物を視覚、聴覚、触覚などの感覚でとらえ、感覚を協応しながら、具体物を対象物として
捉えたり（単元目標（４）
）
、既習の題材や歌等の大好きな題材を通して、動作と場面の変化の因果関係や、形
の違いや場所に気付き（単元目標（５））、具体物に働き掛けるよさを理解し、様々な具体物や身近な人に働き
掛けたりする力（単元目標（６））につなげる。

ウ キャリア教育の視点より
「平成３１年度東京都立町田の丘学園キャリア教育全体計画（肢体不自由教育部門）小学部」より
『自己理解・自己管理能力』の中の「様々な刺激や情報を受け止め、学習や生活の見通しにつなげ、主体的
に学習に取り組む」ことに関連付けて単元目標（１）を設定する。
『人間関係形成・社会形成能力』の中の「様々な学習の中で、担任を中心に人と関わり、自分の気持ちを表
現する」ことに関連付けて単元目標（２）を設定する。
教師による読み聞かせや、音・擬音語等の様々な刺激や情報を受け止め、次の展開の見通しにつなげ主体的
に学習に取り組めるようにしたり（単元目標（１））
、働き掛けを受け止め、意図を理解し、自分なりの方法で
表現したり、発声したり（単元目標（２）
）することを単元目標として位置付ける。

（２）児童観（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）
本学習グループは、２年生２名、４年生１名、５年生１名、６年生１名、５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。
健康面
比較的体調は安定しているが、生活リズムが安定しておらず、途中、眠くなったり、覚醒状態が安定しなか
ったりする児童もいる。
視覚・聴覚
提示された物が離れた場所でも注視・追視ができる児童から、提示された物に気付くことに時間が必要な児
童や限定的な範囲に提示することが必要な児童もいる。また、離れた場所から聞こえる音にすぐに気付く児童
から、やや気付きにくい児童もいる。
認識・コミュニケーション面
教職員へ発声等で自ら働き掛ける児童が２名、他は、程度に差はあるが、教職員からの働き掛けに対し、笑
顔や表情の変化、発声、手の動きなどいずれかで応えることができる。共同注意や因果関係、三項関係の理解
が課題の「聞き手効果段階」の児童集団である。集中力に差もあり、一つの課題を短く提示していく必要もあ
る。
身体面、手の操作性
提示された物に触れたり、つかんだり、押したりできる児童から、身体に緊張が入り、掌を広げたり、手を
伸ばしてつかんだりすることが難しい児童がいる。
特別支援学校学習指導要領解説（平成３０年３月）
・総則等編・第４節小学部・国語では、
「1 段階の児童は、
身近な人や興味や関心のある物事との関わりを繰り返しながら、その場面で用いる言葉が存在することや、言
葉を使うことで相手の反応に変化があることに気付き始める段階である。」と記載されている。
本単元では、まずは、音や教師からの働きかけ、提示された具体物に気付く力（単元目標（１）
（４）
）を大
切にし、その上で、教師からの働き掛けに応答する力、具体物に働き掛ける力（単元目標（２）
（５）
）を高め、
人に応答するよさ、働き掛けるよさを感じ、より関心をもって意欲的に働き掛けられるようにする（単元目標
（３）（６）
）。
（３）教材観（教材「で」何を学ぶか」）
ア 題材について
特別支援学校学習指導要領解説（平成３０年３月）
・総則等編・第４節小学部・国語では、
「段階の初期では、
絵本よりも教師の声や動作などへの関心が中心になることも考えられる。教師との関わりを楽しみながら、少
しずつ絵本の中の絵、繰り返される効果音や台詞に注意が向けられるよう、指導を工夫することも大切であ
る。
」とある。また。
「１段階の児童にとって、物語の展開が簡単なもの、同じことが繰り返されるものは、書
かれている内容がイメージしやすく、興味をもちやすいものと考えられる。
」とある。
上記、
（１）単元観、
（２）児童観を踏まえ、①馴染みやすい動物や擬音語が多く、②場面の繰り返しがあっ
て分かりやすい、③児童の活動で場面展開ができるお話である「まんまるさん」を題材として設定する。
パネル「まんまるさん」から耳や手足が出て、ブタやタヌキなどの動物に変化する。「まんまるさん。〇〇
いろのまんまるさん。あなたはいったいだ～れ～？ほらほらよ～くみてごらん。◆◆◆◆（鳴き声等の擬音語）
□□（動物の名称）だよ。」の馴染みやすい歌の中には、「丸い形」「色」「擬音語」「動物の名前」の要素で構
成されている。この要素に着目し、その違いに気付けるよう、パネルの色や動き、言葉等に変化を付ける。
また、パネルシアターを見聞きするだけでなく、スライド画面に出てきた「まんまるさん」をビックスイッ
チにより児童の力で変化できるようにする。教師の動きやスイッチに注目を促しながら、場面の変化が気付く
力（共同注意の力）を高めたり、ボタンを押すと場面が変化することに気付く力（因果関係の力）を高めたり
する。

イ 言葉について
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、「６コミュニケーション（３）言語の
形成と活用に関すること」には以下のように記載されている。
「（３）言語の形成と活用に関することは、コミュニケーションを通して、事象や現象、自己の行動等に対
応した言語の概念の形成を図り、体系的な言語を身に付けることができるようにすることを意味している」と
ある。「障害の状態が重度の場合には、話し言葉を用いることができず、限られた音声しか出せないことも多
い。このような場合には、掛け声や擬音・擬声語等を遊びや学習、生活の中に取り入れて、自発的な発声・発
語を促すようにすることも考えられる。また、ときには、物語や絵本を、身振りなどを交えて読み聞かせるこ
とも大切」とある。
本単元では、この視点を単元目標（国語科）と関連付ける。手遊び「もちっこやいて」・身体遊び「こまま
わし やっ」は対照的な曲調で、違いが分かりやすい。
「もち」
「こま」の言葉や曲を聞いて、活動をイメージ
する力を高め、気持ちの表出を促す。
また、パネルシアターでは、スイッチを使用する。教材が提示されたら声掛けがなくても何をしなければな
らないかが分かりやすい教材である。そのような、「見ただけで何をしなければならないか分かる」教材を使
用することで、身近な動作である「押す」という動作と言葉をつなげる。
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）
・活動を楽しみ表現する。
【国語】
「友だちと仲良くなろう」
・楽しいことがあることが見通し、操作しようとする。【算数】
１学期
お話遊び
・教師からの働き掛けに応答し、応答するよさを感じる。
【国語】
「三匹のこぶた」
・具体物に働き掛け、そのよさを感じる。
【算数】
遊具、選択遊び
・乗り物の楽しさやもっと乗りたい気持ちを表現する。【国語】
「遊園地に行こう」
・具体物を捉えて関わり、物事が展開することに気付く。
【算数】
２学期
劇遊び
・活動を見通し、発声などの表現や具体物に働き掛けることを通して得意な
「１１ぴきのねこ」
ことを発表する【国語】
【算数】
パネルシアター
・音や映像に注目し、応答する良さ感じ表現する。
【国語】
「まんまるさん」
・因果関係を理解して具体物に働き掛け、その良さを感じる。
【算数】
３学期
まとめ
・活動を見通し、発声などの表現や具体物に働き掛けることを通して得意な
「1 年間の振り返り」
ことを発表する【国語】
【算数】
上記の学習内容、学習活動を通して、
「注意深く見聞きする力」、
「活動を期待する力」、
「YES/NO の意思表示す
る力」、
「教師からの意図を理解し、応答する力」、
「要求する力」、
「簡単な言葉の理解を深め、表現する力」
、
「隠
れた対象物が出てくることをイメージする力」、
「具体物を操作する力」、
「選択する力」等を高める。
遊具遊び

６

単元の指導計画（１０時間扱い。本時は６時間目）
学習内容

学習活動

（軸②何を学ぶのか）

（軸③どのように学ぶのか）

第１次～第４次
① 歌や擬音語等の言葉を聞いて、遊びやお話をイメ
ージすることができる。
② 音や場面の変化に気付くことができる。
③ 具体物への教師の動きと、音や場面の変化の関係
に気付き、交互に見聞きできる。
④ 教師の動きや具体物に気付き、目で追う。
⑤ 具体物に気付き、操作することができる。
⑥ 教師から働き掛けられた状況を受け止め、教師を
見る。
第５次～第７次
上記学習内容に加え
① 教師からの働き掛けに、発声や手の動きで応答す
る。
② 素材を操作したり、スイッチを押したりすると場
面が変化することが分かり、操作する。
③ 形の違いや場所に気付いて、具体物を選んで操作
できる。
第８次～第１０次
上記学習内容に加え
① 見聞きすること、応答すること、発信することの
良さを感じ、様々な場面で意欲的に表現しようと
する。
② 素材や具体物に働き掛ける楽しさを感じ、意欲的
に操作しようとする。

・擬音語や教師の動きの変化を感
じられる手遊びを教師とする。
・パネルや教師が操作するタブレ
ット端末とスライド画面を使
用した、読み聞かせを見聞きす
る。
・支援を受け、スイッチや素材を
押したり、入れたりする。

学習活動に即した
具体的な評価規準

ア‐①
ア‐②
ア‐③
ア‐④
ア‐⑤
イ‐①

・擬音語や教師の動きの変化を感 イ‐②
じられる手遊びを教師とする。
・スライドを使用した読み聞かせ イ‐③
を見聞きする。
・素材を操作したり、スイッチを イ- ④
押したりして役割遊びをする。
・擬音語や教師の動きの変化を感
じられる手遊びを教師とする。
・素材を操作したり、スイッチを
押したりして役割を果たしな
がら劇遊びをする。

ウ‐①
ウ‐②

７

配置図

ホワイトボード
Ｔ１
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A
小
Ｔ３
・
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８ 指導に当たって（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
大きく一斉指導（手遊び、身体遊び、パネルシアター等）と、個別指導（個々の課題に応じた指導）に分
かれて形態を変える。声や音が聞こえてくる方向、人が動く位置などに気付けるよう、教室前後、左右幅広
く使う。
（２）指導内容・方法の工夫
教師の言葉掛けや動き、教材を「注目して見聞きする」ことを基本とし、コミュニケーションの発達を促
し、人と物の「共同注意」、
「三項関係」の理解を高められるよう、教師との直接的なやりとりや、物（教材）
を介した教師とのやりとりを学習場面全般に取り入れる。
例えば、
「CD のスイッチを押して」と MT の働き掛けを受けて、ST に依頼するようにしたり、MT から提示さ
れたビックマックスイッチを、画面が変化することを意識して押したりする場面を設定し、
「共同注意」や「三
項関係」の促しを意識した指導を行う。
（３）教材・教具の工夫
特別支援学校学習指導要領解説（平成３０年３月）
・総則等編・第４節小学部・算数には「特に、1 段階「A
数量の基礎」の指導では、具体物に触れて直接操作するなど、自分の身体を使って活動していく中で、正し
く操作できたら音や光が出る教具を活用したり、教師が大きな動作を加えて賞賛したりするなど、視覚や聴
覚、触覚など児童が有する様々な感覚に働きかけることが重要である。
」と記載されている。
・ビックマックスイッチ、タブレット端末
１学期「三匹のこぶた」
、２学期「１１ぴきのねこ」での学習にも使用してきた。本単元でも「スイッチを
押す➡音が聞こえる、場面が変化する」という因果関係の理解を促す。
・個別教材
児童の手の操作性の幅があるため、個々の児童の実態に応じ、見る、取る、押す、入れる、はめるなどの
課題を設定する。パネルシアターとの関連から、
「丸い具体物」と「丸ではない具体物」の形や素材の違いに
気付き、見分けられるよう、見たり、握ったりしたときの素材の違いが分かりやすいものや、入れたときに
音がなる物などを使用する。

指定授業①
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」）
・教師からの働き掛けに、発声や手の動きで応答する。【国語：思考力・判断力・表現力】
・教師や児童の具体物への働き掛けにより、音や場面の変化する関係に気付く。【算数：思考力・判断力・表現力 】
・具体物に気付き、個々の方法で操作することができる。 【算数：知識及び技能 】
（２）本時の展開（抽出児童２名）
指導上の留意点と配慮事項
具体的な評価規準（抽出２名）
・学習内容
〇学習活動
軸④（どのように支援するか）
（軸⑤ 本時で「何が身に付いたか」）
（軸②本時で「何を学ぶか」）
（軸③本時で「どのように学ぶか」）
軸⑥（実施するために何が必要か）
A
B
導入
10 分

展開①
5分

展開②
10 分

展開③
10 分

まとめ
10 分

① 挨拶
・T1 に注目し、表情の変化や身
体の動き、発声でタイミングよ
く表現する。
② グループの歌
・歌を期待して表現したり、表
情の変化や身体・手の動き、発
声等で応答したりする。
③ 手遊び（or 身体遊び）
・音源に気付き、教師からの働
きかけに、発声や手の動きで応
答したり、感じたことを表現し
たりする。
④ お話「まんまるさん」
・教師や、児童の具体物への働
き掛けにより、音や場面の変化
の関係に気付く。
⑤ 個別学習
・具体物や形の違いに気付き、
個々の方法で操作することがで
きる。

〇T１の言葉を受け止め、始まり
の挨拶をする。

・発声や身体の動きを促せるよう、間を
もって挨拶をする。

・T1 に注目し、発声で挨拶し
ようとする。
イ‐②

〇個々の方法で応答、表現する
場面があるグループの歌を聞
く。

・教師からの働き掛けに応答しやすいよ
う、それぞれの児童の目の前で働き掛
け、間をもって関わる。

・教師の動きや歌を見聞きし、 ・教師からの働き掛けに、タ
笑顔になったり、タイミング イミングよく片手ずつ手を合
よく手を挙げたり、発声した わせる。
イ‐②
りする。
イ‐②

○擬音語や教師の動きの変化を
感じられる手遊び(or 身体遊び)
を教師とする。

・音源に気付けるよう、教師の動きで大
きく示す。
・遊びをイメージしたり、段階的に深め
たりできるよう、①曲を聞く、②動作を
見る、③言葉を聞く、を順に提示する。

・音源に気付き、教師に働き ・遊びを通して感じたことを
掛けると場面が変化すること 表現したり、遊びの間を感じ、
が分かり、遊びの間を感じて、 発声で表現したりする。
発声する。
イ‐②
イ‐②

〇スライド画面を使用した、読
み聞かせを見聞きする。
○教師が提示するスイッチを押
し、場面を変化させる。

・教師や児童の動きによって、画面が変
化することが分かるよう、教師の位置は
固定し、スイッチを提示する動きを大き
くする。

・音や場面が変化する関係を
見通して、教師の動きを見た
り、自分で操作したりする。
イ‐③

〇教師が提示する具体物を、見
る、取る、落とす、入れるなど
の方法で、支援を受けながら取
り組む。

・提示する場所や物の形の違いに気付け ・見ると画像が変化すること
るよう、個々に応じて変えて提示する。 が分かり、丸い画像をよく見
て変化させることができる。
ア‐⑤

・二つの箱から、好きなキャ
ラクターの丸いカードが入っ
ている方が分かり、視線を送
ったり、手を伸ばしたりする。
ア‐⑤

・授業の終わりの理解ができるよう、一
つずつ教材を見えない場所に置く。

・教材を追視したり、教師の
動きを追視したりする。
ア‐②

・教師の動きを追視する。
ア‐②

・発声や身体の動きを促せるよう、間を
もって挨拶をする。

・MT に注目し、発声で挨拶し
ようとする。
イ‐②

・T1 に注目し、上体や足を動
かして表現する。
イ‐②

⑥ 終わりの確認
・授業の終わりをイメージする。 〇教材が目の前からなくなって
いくことを見る。
⑦ 挨拶
・T1 に注目し、表情の変化や身
体の動き、発声でタイミングよ
く表現する。

〇T１に注目し、個々のタイミン
グ、表現方法で終わりの挨拶を
する。

・T1 に注目し、上体や足を動
かして表現する。
イ‐②

・提示するスイッチ気付いて
操作したり、画面の変化に気
付いたりする。
イ‐③

教科名
単元の指導計画

国語・算数
全１０時間

対象学部
単元名

Ａ部門小学部にこにこ G
「まんまるさん」

自立活動を主とする教育課程

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）

知識及び技能

思考力・判断力・表現力等

・お話遊びを通して、パネルや画面に
注目したり、擬音語等の言葉のもつ楽
注目 言葉の楽しさ
しさに触れたりする。
気付く、見る、操作する
・具体物に気付いて目で追ったり、操
作したりすることができる。

・お話を見聞きして感じたことを表現し
たり、教師からの働き掛けに注目し応じ
表現する、応じる
て答えたりする。
形の違いへの気付き 因果関係
・動作と場面の変化の因果関係や、形の
違いに気付いて、具体物を操作できる。

学びに向かう力・人間性等
・応じて答えることのよさを感じ、
意欲的に表現しようとする。

意 欲 的 に表 現
具 体 物 への 働 き掛 け
・具体物へ働き掛ける楽しさを感

じ、意欲的に働き掛けようとする。
どのように学ぶのか（軸③）

何を学ぶのか（軸②）

《学習内容》新学習指導要領より以下の内容を設定する。

《学習活動》
① 手遊び、身体遊び

〇知識及び技能 第１段階
国 語 ： イ我が国の言語文化に関する事項

（イ）遊びを通して、言葉のもつ楽しさ に触れること。
（エ）読み聞かせに 注目し、いろいろな絵本などに興味をもつこと
算 数 ： A 数量の基礎 ア具体物に関わる数学的活動
（ア）
㋐具体物に気付いて指をさしたり、つかもうとしたり、目で追ったりすること。
〇思考力、判断力、表現力等
国 語 ： A 聞くこと・話すこと

②

パネルシアター

③

個別学習

第１段階

イ

身近な人からの 話し掛けに注目したり、応じて答えたりする こと。
ア具体物に関わる数学的活動
（イ） ㋐対象物に注意を向け、対象物の存在に注目し、諸感覚を協応させながら捉える
こと。
算 数 ： A 数量の基礎

（軸④）どのように支援するか「指導の手立てや支援法」

当たり前の「見える化（言語化 ）
」

・手 遊び、身体遊 び 「楽し そうだったね ～」
・パ ネルシアター 「よくみて いたね～」

・個別学習「うまくできたね ～

」

自立活動も大切

「６ コミュニケーション
（１）コミュニケーションの基礎的能力に関すること 。」

こんな見方も

共同注意
三項関係

注 意

物の機能理解
因果関係

期 待

段
階
的
な
指
導

要求表出

思考・判断・表現を生み出す「間」

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）

知識及び技能

思考力・判断力・表現力等
単元終了後に記載します

＜次の単元や次年度に向けて＞

主体的に学習に取り組む態度

指定授業②
数学科

学習指導案
令和元年 2 月 7 日金曜日
10 時 00 分～10 時 50 分
場 所 ２・３年教室
対 象 肢体不自由教育部門中学部
A2 グループ ５人
授業者 森 大和（T1）
上原 ひとみ（T2）
庭山 郁美（CS）
茅野 聡（CS）
中村直子（CS）
日

１

単元名

時

「かぞえよう」

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）身のまわりのものを対応させたり、組み合わせたりする。
【知識及び技能】
（２）１対１対応によって数量の多少を調べ表現する。
【思考力・判断力・表現力等】
（３）ブロック（数のモデル）を操作しながら数量に気付き、学習に関心をもって取り組む。
【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

評
価単
規元
準の

具
体
的
な
評
価
基
準

４

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

・具体物とブロックを１対１に対 ・同じ、多い、少ないなどの用語 ・物を集めたり並べたりする活動
応させている。
に注目して物を操作する。
に意欲的に取り組んでいる。
・物の個数を正しく数えている。 ・物の個数を数えたり比べたりす ・物を対象として捉え進んで数を
ることをとおして、数の読み
数えようとしている。
・数の多少が理解できている。
方、表し方、多い少ないについ
て考えている。
①５つの皿などを一人１つずつ ①１対１対応の方法を活用して
配っている。
同じ、多い、少ないなどの言葉
②５までの数を正しく数えてい
を用いて皿やパイの数をそろ
る。
えている。
③皿と人の数の相当や多少を１ ②物とブロックを対応させ集合
対１対応によって調べている。
の相当や多少を数で表現して
いる。
③足りない皿や隠されたパイは
いつくか考え正しい数だけ集
めている。

①皿やパイをつかんで並べる活
動を最後まで一人で取り組ん
でいる。
②皿やパイを数量に注目して捉
えている。

指導観
（１）単元観
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・数学の内容で示されているこ
とと関連付け、次のように学習内容を設定する。また自立活動を主とする教育課程の生徒の目標、活動内容、評
価について記載している。

数
学
科

単元目標（１）
知識及び技能

１段階 Ａ数量の基礎 イ ものとものとを対応させることに関わる数学的活動を通
して、次の㋐及び㋑をできるようにすること。㋐ものともとを対応させて配ること㋑
分割した絵カードを組み合わせること
１段階 Ｂ数と計算 ア 数えることの基礎に関わる数学的活動を通して、次の㋐か
ら㋕をできるようにすること。㋐ものの有無に気付くこと。㋑目の前のものを、１個、
２個、たくさんで表すこと。㋒５までの範囲で数唱をすること。㋓３までの範囲で具
体物をとること。㋔対応さえてものを配ること。㋕形や色、位置が変わっても、数は
変わらないことについて気付くこと。

単元目標（２）
思考力・判断力・
表現力等

1 段階 Ｂ数と計算 イ 身の回りのももの有無や数的要素に注目し、数を直観的に
捉えたり、数を用いて表現したりすることを通して、次の㋐をできるようにすること。
㋐数詞とものとの関係に注目し、数のまとまりや数え方に気付き、それらを学習や生
活で生かすこと。

単元目標（３）
主体的に学習に
取り組む態度

1 段階 Ｂ数と計算 ウ
る態度を身に付ける。

数量に気付き、算数の学習に関心をもって取り組もうとす

・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
３ 環境の把握（５）認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。
「（５）認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。」は，いろいろな感覚器官とその補助及び代行
手段を総合的に活用して、情報を収集したり、環境の状況を把握したりして、的確な判断や行動ができるよう
にすることと、記載されている。
本単元では、具体物等を用いて行う数学的活動を単元目標（２）（３）として位置付ける。
・キャリア教育の視点より
「平成３１年度東京都立町田の丘学園キャリア教育全体計画（肢体不自由教育部門）中学部」より
『自己理解・自己管理能力』の中の「様々な刺激や情報を受け止め、学習や生活の見通しにつなげ、主体的に
学習に取り組む」ことに関連付けて単元目標（１）（２）を設定する。
『人間関係形成・社会形成能力』の中の「様々な学習の中で、担任以外の教師や友達と関わり、自分の気持ち
を表現したり、力を発揮したりする。」ことに関連付けて単元目標（３）を設定する。
数量に関心をもって取り組むこと（単元目標１、２）
、身の回りの数的要素に気付き、数を用いて表現すること
（単元目標３）を単元目標として位置付ける。
（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）
数学の授業では、実態や課題によって自立活動を主とした課程のＡ２グループで学習を行っている。
Ａ２グループ（１年生１名、２年生１名、３年生３名計５名）自立活動を主とした課程
健康面
概ね体調は安定している。連続して授業に参加できず学習の継続性に課題のある生徒もいる。
視覚・聴覚
提示された物が離れた場所でも注視・追視ができ、２ｍほど離れたテレビ画面の１０ｃｍほどの図形にも気付
く生徒たちである。
認識・コミュニケーション
音声言語での会話が成立する生徒、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が在籍し幅広いが、全員
が周囲の大人に自ら働きかけることができる。
身体面・手の操作性
微細な動きや力のコントロールが難しい生徒もいるが、ブロックやＩＣＴ機器を操作することができる。また
指先でブロックを一つずつ数えることもできる。

数学への反応等
ゲーム感覚を取り入れた数学的活動に意欲的に参加する生徒が多い。ブロックを積み上げたり、好きなキャラ
クターで数をかぞえる活動には意欲的に参加できている。
（３）教材観
本単元「かぞえる」は、カブトムシの５匹の兄弟が冬になりそれぞれの家に帰り、スープを飲んだり歯みがき
をしたり生活していく中で１対１対応を見つけ組み合わせを行っていく活動を題材としている。
「カブトムシの兄弟が冬になって、とっても寒そう。お家に帰してあげて」というお願いの形で問題を出して
いく。生徒が１対１対応で解決すると兄弟が「Thank you」とお礼を言うというパターンで活動がつながっていく。
１対１対応という学習を行いながら、生徒が兄弟のために自分のできることを発揮するという形を取ることで、
学びに向かう意欲も高まると考えた。
また、スープのお皿、スプーン、コップ、歯ブラシ、ふとん、まくらなど、身の回りの物を用い、学習と生活
とのつながりを意識できるようにした。
５

年間指導計画における位置づけ
生徒は、１学期に「くらべる」という単元で大きさ比べなど体験的な学習を通して、量の区別の基礎について
学んだ。２学期には「まとめる」という単元でブロックや絵カードを仲間にまとめる学習を通して、集合の基礎
について学んだ。
単元「くらべる」では、量の区別を視覚等の感覚による判断によって行った。生徒５名とも、大小のボールを
大小の筒に入れる場面で「おおきー」
「ちっちゃい」などと自分の感覚を表現することができるようになった。単
元「まとめる」では、物を集めたり分けたりする学習を形や色に注目するなど、物を様々な方向から見たり直接
触ったりと感覚を用いて行った。３名の生徒は、ある観点に注目して仲間を作り、その数をかぞえることができ
た。１名の生徒は、６枚の絵カードをりんご３枚きつね３枚の仲間を作れるようになった。１名の生徒は、３つ
のブロックから１つだけ色の違うものを選ぶことができるようになった。
本単元「かぞえる」は、これまでに１対１対応の操作によって５までの数を数えたり、またその結果から個数
の多少を比較したりする。その際に、具体物を数字と結びつけブロックを動かして答えを求めるなど、１．２学
期同様に数学的な操作も経験する。
学習内容（軸②年間を通して何を学ぶのか）

１学期

くらべよう

数学的な概念の形成【Ｄ測定】
・大きさ、広さ、高さ、長さ、厚さ、かさを比べる。
・量の大きさの違いを感じ取る。

数学的な概念の形成【Ｃ図形】
２学期

まとめよう

３学期

かぞえよう

・色・形に注目して分類する。
・同じもの同士の集合を作る。

初歩的な数の概念の獲得【Ａ数量の基礎】【Ｂ数と計算】
・１対１対応で２つの量の相当を調べる。
・５までの数をかぞえる。

６

単元の指導計画（１６時間扱い。本時は７時間目）
まず、１、２、３、４、５と声に出して唱えた言葉と具体物を一つずつ組み合わせるという１対１対応という
数学的操作から学ぶ。この１対１対応という操作は、数（個数）の知識を得るための大切な技能である。相当の
組み合わせを繰り返し学習していき、５までの個数を正しく数える力を身に付けていく。
次に、先の学習で身につけた１対１対応の操作を用いて、２つの量を比べ多少を調べる。その際、「同じ」「多
い」「少ない」などの用語で２つの量の多少を表現できることを学んでいく。そして「多い」「少ない」といえ
る根拠を生徒自ら１対１対応の数学的操作を行い判断できる力を高めていく。さらに「多い」「少ない」という
判断をもとに「いくつ多い」「いくつ少ない」と自ら考え問題を解決する力を育てていく。問題解決の場面では、
初め生徒ができたという成功体験を得られるように教員は支援を行う。このような体験を積み重ね、徐々に支援
やヒントを減らし最後まで一人で取り組む態度を育てていく。

学習内容

学習活動

評価規準

（軸②何を学ぶのか）

（軸③どのように学ぶのか）

（軸⑤何が身についたか）

第１次～第４次
・ものとものを対応させて配る。
・５までの数を正しくかぞえる。
・具体物とブロックを対応させる。

・カブトムシと相当の数のお皿やス
プーンを配る。
・挿絵の上にブロックを置いて数え
る。

ア①
ア③

第５次～第１０次
・５までの数を正しくかぞえる。
・相当・多少に注目してものを操作する。
・隠されたものを考える。

・カブトムシやパイの数をかぞえ
る。
・カブトムシとパイやスープの量を
比べ相当や多少を考える。

ア②
イ①

第１１次～第１６次
・５までの個数を数字で理解する。
・具体物とブロックとを対応させ数の相当や多
少を理解する。

・ドットカードの数を数字で表す。
・カブトムシとブロックと数字は同
じであることをおさえる。

ア①
ア③

７

ア②
イ②

ウ①
ア③
イ②

ウ②

ア②
イ②

ウ②

配置図

ｃｓ
机

Ａ
つ
い
た
て

T１

Ｂ
Ｃ

MT

ｃｓ
Ｄ
ｃｓ

Ｅ

ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド

Ｆ

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
授業の導入の時間に、準備体操のような意味合いとしてスポンジを高く積み上げるゲームをしている。ゲ
ームは、授業に気持ちを向けるというねらいがあったり、順序数の学習も兼ねるという意味もある。また、
授業の展開でもストーリ性のある活動にしている。生徒が一人ひとりが明確な役割をもって活動し課題を達
成していくことでストーリが進んでいくようにしている。一斉授業という形態をとるが、生徒一人ひとりが
役割をもち、それぞれの課題に向かえるようにしている。
（２）指導内容・方法の工夫
今年度から学部の一部の授業では、支援シートという生徒実態や支援の方法について説明したシートを用
いている。支援シートは授業前に、その生徒の指導に当たる教員または学校介護職員渡される。そのシート
も参考にしながら生徒の指導に当たっている。また、学習の振り返りに評価規準の３観点に沿って生徒が自
己評価をする方法をとっている。生徒は、評価表の３観点のうちがんばったと思うものに写真をはって自己
評価としている。本単元でも評価表を用いる。３観点はミッションとして提示し生徒の学習意欲をより高め
るようにしている。ミッションⅠは「知識及び技能」、Ⅱは「思考力・判断力・表現力等」、Ⅲは「学びに向
かう力、人間性等」に対応している。
（３）教材・教具の工夫
１という個数をより明確にイメージできるように、対象として提示する具体物は、だいだい同じ大きさや
形にしている。数の学習をする際、助数詞は極力使用しないようにする。１ぽん＋２ほん＝３ぼんでなく、
１＋２＝３と表し答えだけ３ぼんとだけ表記する。

指定授業②
９ 本時（全１６時間中の７時間目）
本時の目標（軸① 本時で「何ができるようになるか」）

（１） 皿と人の数の相当や多少を１対１対応によって調べている。
【知識及び技能】
（２） 足りない皿や隠されたパイはいつくか考え正しい数だけ集めている。【思考力・判断力・表現力等】
（３） 皿やパイをつかんで並べる活動を最後まで一人で取り組んでいる。
【学びに向かう力、人間性等】
（２）本時の展開
・学習内容
（軸②本時で「何を学ぶか」）
導 入
１０：００

指導上の留意点・配慮事項

具体的な評価規準
（抽出３名）

（軸③本時で「どのように

軸④（どのように支援するか）

軸⑤本時で何が身についたか

学ぶか」）

軸⑥（実施するために何が必要か）

〇学習活動

児童 C

・授業名を思い出す。
・始めの挨拶をする。

○始めの挨拶

１０：０２

・積み木のようにスポ
ンジを１から順番に
積み上げていく。

〇つみつみゲーム ・１から５までは青色、６から１
・スポンジを一人
０までは黄色して、５のまとま
ひとつずつ積み
りを意識できるようにする。
上げ、崩れたら ・崩れ何もない状態を「０」と確
ゲーム終了。
認する。

○積み上げる数字を
自分で選ぶ。ア②

展 開①
１０：１０

・何者かに盗まれた教 ○本時の活動名発
材を探偵になって廊 表
・展開が分かり見通しをもって活
下に探しにいく。
動できるように、毎回同じパタ
・何もない状態を「０」
ーンで活動を始める。
と確認する。
・活動名「かぞえる」を全員で声
・何者からのミッショ
に出して確認する。
ン（活動名「かぞえ
る」
）を発表する。

〇「０」と空に指で書
く。ア②

１０：１５

「カブトムシをかぞえ
る」
〇ミッションⅠ
・動画を見てカブトム
シ兄弟の数を正しく
かぞえる。
・はじめ教員と一緒に
１から５まで数えて
から、自分達だけでか
ぞえていく。
・カブトムシ兄弟をそ
れぞれの家に帰して
あげる。
・カブトムシを家まで
移動させたり置いた
りして組み合わせる。

〇画面に注目して活
動に参加する。ウ②
〇発声で５までの数
をかぞえる。ア③
〇組み合わせの操作
を正しく行う。ア③

・カブトムシからお礼
をもらう。
１０：２５

・「日直」と「数学」のサインを
出して、思い出すように促す。

・生徒の好きなキャラクターを用
いストーリにのせて数の数え
方や１対１対応の操作を説明
する。
・カブトムシを両手で囲いなが
ら、５までの数をかぞえてい
く。
・１軒に１匹ということを約束す
る。
・同じ数であることを全員で確認
する。
・カブトムシになってお礼をい
う。

展 開②
１０：２５

１０：４５
まとめ

１０：５０

〇ミッションⅡ
「カブトムシにパイを
くばる」
・イラストを見てカブ
トムシ兄弟の数を正
しくかぞえる。
・カブトムシとパイを
組み合わせて多少を
調べる。
・足りない数をブロッ
クで確認して、
ついた
ての後ろのパイを取
りにいく。
・ついたての後ろから
取ってきてパイをカ
ブトムシと対応させ
て確かめる。
・間違えたときは自分
で気づき。
もう一度パ
イを取りに行く。
・カブトムシからお礼
をもらう。

・枠の中にカブトムシを入れてい
きながら数をかぞえていく。

〇枠に並べてかぞえ
る。イ②

・生徒から出た「多い」
「少ない」
「足りない」という表現を全体
で共有する。
・１匹に１個ということを約束す
る。
・パイとブロックを対応させて、
余ったブロックの数を生徒に
たずねる。
・生徒が、自分のとってきたパイ
の数が正しいかどうかをブロ
ックで確かめられるようにす
る。

〇文字ボードで表現
する。イ①

〇差の数を求めパイ
を取りに行く。ウ①

「ふりかえってほうこ 〇振り返りミッシ
〇学習を振り返り教
うする」
ョンⅢ
師に伝える。ウ①
・自分のがんばったミ
ッションにシールを
・ミッションⅠは、５までの数を
はる。
１対１対応で調べた。Ⅱは、２
・授業名を思い出す。
つの集合の差を調べた。Ⅲは、
・終わりの挨拶をする。
問題解決にねばり強く取り組
んだ。

（３）授業観察の視点（授業者のニーズ）

・軸④どのように学ぶか について、T1 や各 ST、CS の支援は適切だったか。

教科名

数学

対象学部・学年

Ａ部門中学部 A グループ（５名）

単 元 の 指 導計 画

全１７時間

単元名

「かぞえよう」 ( 数量の基礎・数と計算 )

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）

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
身のまわりのものを対応させた
１対１対応によって数量の相当多少を ブロック（数のモデル）を操作し
り、組み合わせたりする技能を身 調べ表現する力を養う。
ながら数量に気付き、学習に関心
につける。
をもって取り組む態度を養う。

《学習内容》

どのように学ぶのか（軸③）

何を学ぶのか（軸②）

《学習活動》

新学習指導要領より以下の内容を設定する。
〇知識及び技能 第１段階
イ ものとものを対応させる数学的操作に関する力を身に付け
ることができるよう指導する
〇思考力、判断力、表現力等 第１段階
イ 数詞とものとの関係に注目し、数のまとまりや数え方に気
付き、それらを学習や生活で生かすこと。

学習評価（軸⑤）本時で何が身についたか

【第５時】 〇 生 徒 の 様 子

➡要因

【学習活動①】
・ 皿と人の数の相当や多少を１対１対

応によって調べている。
【学習活動②】
・ 足りない皿や隠されたケーキはいつ

くか考え正しい数だけ集めている。

外部専門家の助言、学部協議会からの改善
学びの姿

●生徒の様子

➡要因

□改善

【軸③ 学習活動】
●集中力の継続
➡メリハリのある授業展開
□目的意識を喚起する学習活動
【軸② 学習内容】
➡評価表の活用方法
○目標、学習内容の理解
➡生徒の実態に合わせた内容
➡問題が出来なかった生徒への配慮

【軸④ 指導の手立てや支援法】
●口視覚的支援。 ICT 機器の活用
➡言葉だけでなく動画やイラストによる説明
□ ICT 機器の使用方法。

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）

知識及び技能
皿と人の数の相当や多少を１対１
対応によって調べる力が身につい
た。

＜次の単元や次年度に向けて＞

⇒

思考力・判断力・表現力等
具体物とブロックとを対応させ集
合の相当や多少を理解できるよう
になった。

学びに向かう力・人間性等
皿やケーキを数量に注目して捉え
られるようになった。

生徒の実態に合わせた軸②学習内容と軸③学習活動の充実

軸②学習内容

・２段階（１０までの数の学習）を行う。

軸③学習活動

・１段階の学習の定着を図りながら、１０までの数の１対１対応を行う。

指定授業③
数学科

学習指導案
日

時

対

象

場 所
授業者
１

単元名

令和２年２月７日金曜日
１０時５５分～１１時４５分
肢体不自由教育部門高等部 １.２.３年 計７名
（知的障害を併せ有する教育課程Ⅳグループ)
肢体不自由教育部門高等部 ３年 A 組教室
上條 純一（T1） 松村 晃（T2）
梅崎 佳愛（T3）

「四角形の面積」

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）四角形の面積の求め方について、基礎的な知識を身に付ける。
【知識及び技能】
（２）L 字型の平面図形や身の回りの物を図形の性質から関連付けて考えたりする力を養う。
【思考力・判断力・表現力等】
（３）四角形の面積を数学的に表現・処理するとともに、数学で学んだことのよさに気付き、そのことを人に伝
えようとしたり、生活や学習に活用したりする。
【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）
①
②
③

評単
価元
規の
準

④
⑤

ア 知識及び技能
公式を使用せずに、１つずつ
数えて面積を求められる。
単位（ｃｍ２）を付けて数学
的表現ができる。
同じ四角形でも、高さと横の
長さによって、面積が同じ四
角形があることが分かる。
辺の長さを正しく測定でき
る。
公式を用いて、面積を求めら
れる。

イ 思考力・判断力・表現力等
【High グループ】
① L 字型の図形に線を引いたり、
切ったり、くっつけたり、工夫
して、面積を求めることができ
る。
② 図の形によって、どの解法が適
しているのか分かる。
③ L 字型の四角形を減法を使って
解くことができる。
【Low グループ】
① 補助線を引いた L 字型の図形の
面積が正方形や長方形を合わせ
ると面積が求められることが分
かる。

ウ 主体的に学習に取り組む態度
① 問題の解き方を理解した上で
相手に分かりやすく伝えるこ
とができる。
② 家にある物や、日常で使うも
のを用いて、辺の長さや面積
を測り、発表し合う。

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、特別支援学校学習指導要領解説（平成３０年度３月）各教科等編（小学部・中学部）で示され
ていることと関連付け、以下に単元目標を設定する。

単元目標（１）
知識及び技能

中学部 ２段階 B 図形
㋐面積の単位［平方センチメートル（㎝ 2）
、平方メートル（ｍ2）
、平方キロメートル（㎞ 2）
］
について知り、測定の意味について理解すること。
㋑正方形及び長方形の面積の求め方について知る。
陣取りゲームなどを通して、面積の単位について知り、正方形や長方形などの四角形の面積の
求め方を知る。

単元目標（２）
思考力、判断力、
表現力等

中学部 ２段階 B 図形
㋐面積の単位に着目し、図形の面積の求め方を考えたり、計算して表したりすること。
図形の一部を移動して、計算による求積が可能な図形に等積変形させたり、既習の計算による
求積が可能な図形の半分であると見たり、既習の計算による求積が可能な図形に分割して考えた
りする中で、数学的な見方、考え方を働かせて、生徒が自ら工夫して面積を求める。

なお、単元目標（３）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。

イ

キャリア教育の視点より
特別支援学校学習指導要領等の改訂の基本方針として「自立と社会参加に向けた教育の充実」とあるよ
うに、高等部の多くの生徒は卒業後、働きながら生活していく力を付ける必要がある。図形の構成という力
を付けることで、自立に向けてという視点で自分の部屋を見渡せば、棚や本棚にできたスペースを図形とし
て捉える力、そのスペースの図形的構成を考えることであれが入るこれが入るといった生活に生かす力に
なり得る。また視点を部屋に向ければ、床の形を図形として捉える力、ジュータンを敷く際どの形で敷ける
のか、どのくらいの大きさのジュータンを敷きたいのかを考えられるようになる。さらに、進路先に目を向
けてみると畑作業の場面では、畑の区画を図形として捉え、作業の分担や作物の配分、区画整理など応用で
きる、応用範囲の広い単元である。

（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）
対象は生徒７名（１年生２名、２年生２名、３年生３名）の集団で、高等部の知的障害を併せ有する教育課程の
グループで学んでいる。
身体面・手の操作性
手の操作性に身体的障害のない生徒から、手首が外転しているため独自の工夫をしながら手先の操作をする生徒
や、片麻ひの生徒、腕や手指の可動域が狭く支援者の介助が必要な生徒もいる。制限があるために筆記に支援が必
要な生徒については読み取った内容を T2 や T3 に伝え代筆をしている。
視覚・聴覚
提示された物が離れた場所でも注視できる生徒から、視野が極端に狭い生徒、左右のどちらかの視野が狭い
生徒がいる。また、教師や教師の示すものを注視するのが苦手な生徒や、注視の持続力が短い生徒もいる。具
体的には、斜視がある生徒が１名、斜視と近視がある生徒が１名、乱視と近視のある生徒が１名、視野欠損（左
目の左側半分以外）のある生徒が１名いる。
認識・コミュニケーション面
質問に対して積極的に挙手をして発言できる生徒から、質問の主旨とずれた発言を行う生徒もいる。また、失語
症があることで理解していても発したい言葉を見付けるのに時間が掛かる生徒もいる。
認識面では４～５歳の生徒、生活面等で１～２年下学年対応の生徒等、認識面等の程度に差がある。
教科・単元に関する知識・技能
入学相談や年度当初に今まで（中学校又は中学部）の数学の学習歴を調べたり、本人たちに尋ねてみると図形を
学習した経験がなかったり、きちんと学習を積み重ねた記憶がなかったりということが分かった。つまり、徒たち
には図形に関する知識や技能が積み上がっていなかった。そこで今年度は、既に習得しているかもしれない内容か
ら確認・定着を図りその上で知識を積み上げていくことを考えた。扱う内容は、長さ、面積である。また、物差し
や定規を使って実際に自分で測定し、長さを実感することも学習内容に含めた。面積については難しいといった印
象をもたないように簡単な図形（長方形・正方形）にしぼり、計算によって面積を求めることができることを経験
し、ここまでは全員ができるようになることを目指している。
得た知識を生活の中で、隙間の形やものの高さを判断し使えるようになってほしい、と思っている。
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）各教科等編（小学部・中学部）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。
小学部・算数科の目標に対して、
「新しい課題に当面した生徒が、その課題を自らの問題として捉え、既習事項を
結びつけて解決し、新しい概念を形成していく中で育成される」と示されている。また、中学部・数学科の目標に
対して、
「小学部・算数科の学習を踏まえて、引き続き具体物などを用いることを通して数学の学習に関心をもち、
基礎的・基本的な概念や性質を理解するとともに、日常生活の事象を、数学的に捉え表現したり、処理したりする
ことを重視している。
」と示されている。
本単元では、四角形の面積を題材とし、応用として、L 字型の図形の面積を生徒の実態に合わせて解いていく。
生徒の実態は幅が広いグループだからこそ、今まで既習してきた四角形の面積の求め方をを基に、自分で気付き、
応用して解けるように促していく。また、できる生徒には、様々な解き方を自分で模索し数多くの解き方を自分で
気付けるように促していく。
（３）教材観（教材「で」何を学ぶか」）
特別支援学校学習指導要領解説（平成３０年度３月）自立活動編第６章、自立活動の内容に関連付けて単元

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。
」では、脳性麻ひの生徒の
場合、図形を正しくとらえることが困難な場合があり、原因としては、数多く書かれてある図形の中から一つ
の図形に注目することや、図形を構成する線や角度の関係を理解することが難しいことなどが考えられる。こ
のような場合には、一つの図形だけを取り出して輪郭を強調して見やすくすることが効果的なことがある。ま
た、生徒に「できた」という経験と自信をもてるようにし、自己を肯定的に捉えることができるようにするこ
とも大切であるで示されている。
本単元では、四角形の面積を題材とし、応用として、L 字型の図形の面積を生徒の実態に合わせて解いてい
く。生徒の実態は幅が広いグループだからこそ、今まで既習してきた四角形の面積の求め方を基に、自分で気
付き、応用して解けるように促していく。また、出来る生徒には、様々な解き方を自分で模索させ、数多くの
解き方を自分で気付けるように促していく。
この「気付き」を単元の中では、大切にしながら、生徒に「できた」という経験と自信をもてるようにした
い。また、生徒が分かりやすいように、ワークシートを用いた学習では、問題を精選したり、図形を構成する
線の輪郭を強調したりして、生徒が見やすいようにしている。
５

年間指導計画における位置付け
学習内容（軸②年間を通して何を学ぶのか）

１学期

時刻と時間

・日常生活で使えるような時刻と時間の計算をする。

お金

・日常生活で行われているような買物の足りるか足りないかの視点で金額の計
算を行う。

暗算

・１０倍、１００倍、２倍、半分などの計算を暗算できるようにする。

長さ

・長さの単位を整理し、単位をそろえて計算する。
・ノート上や外に出て、実際に距離を計測し、距離間を養う。

重さ

・重さの単位を整理し、単位をそろえて計算する。
・実際に持ってみて、重量感を養う。

面積

・面積（広さ）を数値で表す。
・日常生活の中での平面感覚を身に付ける。

立体図形

・立体図形を構成したり分解したりして理解を深める。
・日常生活の中での空間感覚を身に付ける。

四則演算

・個々の実態に合わせた四則演算の課題に取り組む。

２学期

３学期

通年

６

単元の指導計画（１０時間扱い。本時は６時間目）
主な学習内容

主な学習活動

評価規準

（軸②何を学ぶのか）

（軸③どのように学ぶのか）

第１時 １月１０日（金）
・面積の比べ方をいろいろな方法で考えるこ
とができる。

・陣取りゲームを行い、塗った個数の多
い少ないで比較をする。

ア－①

・自分の陣地をマスで区分けして面積
を数えてみる。

アー①

・第２戦以降のゲームの結果で面積を
マスで数えて比較する。
・１ｃｍマスでできた図形の面積を数
えて求める。

ア－①

第２時 １月１７日（金）
・前回のゲームで面積の広い狭いを比べる。
マスがいくつ分という比べ方をを知り、身
に付ける。
第３時 １月２２日（水）
・小単位のマスに区切り、面積を表現するこ
とができる。
・縮尺によらない「ｃｍ２」を知る。
第４時 １月２４日（金）
・面積が同じでも形の違う四角形があること
を学習する。
第５時 １月２９日（水）
・様々な図形の面積を数えて求めることがで
きる。
・四角形の面積はかけ算で求めることができ
ることを知る。

（軸⑤何が身についたか）

アー②

・面積が１２の長方形をいろいろ考え、 アー③
実際に書き出していく。
・数えて面積を求める練習問題を行う。 ア－⑤
・かけ算で面積が求められることを公
式としてまとめる。

第６時 １月３１日（金）
・様々な四角形を公式を使って求めることが
できる。

・練習問題

アー⑤

第７時 ２月 ５日（水）
・様々な四角形を公式を使って求めることが
できる。

・練習問題

アー⑤

第８時 ２月 ７日（金）
【本時】
・様々な L 字型の図形を２つの四角形に分割
して面積を求めることができることを見付
ける。

・折り紙を用いて、切って貼ったり、折
り曲げたりして、工夫して求める。

Hi ア－④、⑤、
イ－①、②、③
Low イ－①
ウ－①

・階段型以外の図形の面積を工夫して
求める。

High イ－②③
Low イ－①
ウー①

第１０時 ２月１４日（金）
・ロッカーの底面と同じ大きさの画用紙を用
いて、面積を測り、その中にどれだけの物
が入るか調べ、平面感覚を身に付ける。

・家にある物や、日常で使うものを用い
て、面積を測り、発表し合う

ウ－①
ウ－②

【次単元】 第１時 ２月２１日（金）
・空間の中にも平面図形が存在し、平面上と
同様に求めることができるということを知
る。

・ティッシュの箱の表面の長方形の面
積を求める。

アー④、⑤

第９時 ２月１２日（水）
・様々な図形の面積を簡単なやり方で解く方
法を見つける。

７

配置図

出入口

出入口
ホワイトボード
T1
テーブル

Ｂ

Ｆ

T３
Ａ

Ｇ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

T２

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
基本的に一斉指導で行う。実態に幅がある学習グループだが、全体として授業内容や授業進度は変えず、ワ
ークシートを生徒の実態に合わせものを使い、進めていくことを意識している。生徒によって習熟度に差が出
た場合は、Ｔ２やＴ３が入り、生徒自身が気付けるように、必要最低限の助言を行い、進められるようにする。
（２）指導内容・方法の工夫
基礎的な四則演算の計算問題を反復して行っている。比較的簡単な問題を応用してできるような問題を多
く取り入れ、生徒自身がその応用問題の解き方を気付けるようにしている。また、
「教師が教える場面」では、
教師が伝える知識が理解できるように、分かりやすい言葉を用い、必要に応じて教師の話に意識が向くように
注意喚起をする。
「生徒が考えたり意見を出したりする場面」では、着眼点や具体的な事例を示したり、生徒
の意見を前向きに受け止めたりすることで、生徒が主体的に予測したり結論を出したりすることを促す。生徒
によって「何のために、今、数学を学んでいるか」を口頭で確認することで、その問題に対する意識を高めら
れるようにする。
（３）教材・教具の工夫
特別支援学校高等部学習指導要領等には、
「内容の「Ｂ図形」のアについては、平行四辺形、ひし形、台形
などの合同な図形で平面を敷き詰めるなどの操作的な活動を重視するよう配慮するものとする。
」と示されて
いる。
本単元で行う、L 字型の平面図形の問題を解く際に、生徒に躓きが合った場合には、折り紙を使用する。生
徒が折りたたんだり、切り合わせたりして、解き方のヒントを自分で得やすいようにした。

指定授業③
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」）
【High グループ】L 字型の図形に線を引いたり、切ったり、くっつけたり、工夫して、面積を求めることがで
きる。【思考力・判断力・表現力等】
【Low グループ】 補助線を引いた L 字型の図形の面積が正方形や長方形を合わせると面積が求められることが
分かる。
【思考力・判断力・表現力等】
（２）本時の展開（抽出生徒２名）

導入
５分

・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（抽出２名）

（軸②本時で

（軸③本時で

軸④（どのように支援するか）

軸⑤本時で何が身についたか

「何を学ぶか」）

「どのように学ぶか」）

軸⑥（実施するために何が必要か）

抽出生徒 A

抽出生徒 B

・授業の始まりを
意識するため
に、始まりの挨
拶をする。

○号令係は、全生徒
がそろっているこ
とを確認し、はじ
まりの挨拶をす
る。
○思い出せた生徒は
挙手のみしてもら
い、全員思い出し
たところで、指名
して答えを発表
し、確認し合う。
○「折り紙でできた
図形を使って面積
の求め方を考え
る。
」

・号令を行う際は、姿勢を
整えることを意識でき
るように、教師から促
す。

・姿勢を意識し
て挨拶ができ
る。

・姿勢を意識して
挨拶ができる。

・全員が挙手できるよう、 ・ 長 方 形 の 面 積
少しずつヒントを出し
を求める公式
ていき、自分で思い出
が分かる。
せるようにする。

・長方形の面積を
求める公式が分
かる。

・つまづきが見られる生
徒が分かりやすいよう
に、提示してある折り
紙を必要に応じて折っ
たり、切ったりできる
ことをヒントとして提
示する。

・折り紙を折った
り、折り紙に線
を引いたり、切
って分けて考え
るなど、どれか
を行い、工夫し
て課題を解くこ
とができる。
（提
示した図形の面
積を算出するこ
とができる）

・前回までの復習
を行い授業内
容を思い出す。

展開
３０
分

・前回の学習まで
を踏まえて、長
方形でない図
形の面積を工
夫して求める。
【学習課題】
・次の図形の面積
は 何 cm2 で
しょうか。

3

6

5

○まずは各辺の長さ
8 を測ってみる。

・解答まで難しい生徒に
は、折り紙を貼るプリ
ントやヒントシートを
使って考えさせる。

3
○解けた生徒は、発
表シートに記入し発
表の仕方を考える。

9

4

5

5

3

・折り紙を折っ
たり、折り紙に
線を引いたり、
切って分けて考
えるなどして、
工夫して解こう

とする
。

・ヒントシート
を使って提示
・簡単な図形の構
した図形の面
成や分解が分か
積を算出する
る。
ことができる。

○書けた生徒は、別
8 の問題に取り組
む。

9
まと
め
１４
分

・発表で出てきた
アイデアを整
理し、求め方を
まとめる。

○生徒は自分の解き
方と答えを発表し
てもらう。

・解法ごとにまとめた図
を１つずつ提示しなが
らまとめを行う。

・ヒントシート ・ 解 き 方 が 分 か
を 使 っ て の 解 り、友達に教えら
き方が分かる。 れる。
・友達の解き方が
分かる。

挨拶
１分

・授業の終わりを
意識するため
に、終わりの挨
拶をする。

○号令係は、全生徒
の姿勢が整ってい
ることを確認し、
終わりの挨拶をす
る。
（３）授業観察の視点（授業者のニーズ）

・号令を行う際は、全員が
姿勢を整えることを号令
係が意識できるように、
教師から促す。

・姿勢を意識し
て挨拶ができ
る。

・姿勢を意識して
挨拶ができる。

・辺の長さを測り書き込む、という作業の習熟具合
・補助線に気が付くか。
・自力で考えた方法で最後の解答までたどり着けるか。
・自分で解けた生徒は、友達に自分の言葉で説明できるか。

教科名

数学

対象学部・学年

Ａ部門高等部Ⅳグループ（７名）【知的代替】

単 元 の 指 導計 画

全１０時間

単元名

四角形の面積

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）

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
四角形の面積の求め方を身に付け L 字型の面積の求め方を四角形の面積 自分の解き方を発表し、そのこと
る。
の求め方と関連付けて考える力を高め を生活や学習に活用する態度を高
る。
める。
どのように学ぶのか（軸③）

何を学ぶのか（軸②）

《学習内容》
新学習指導要領より以下の内容を設定する。（ 中学部２段階）
○知識及び技能
㋐面積の単位について知り、測定の意味について理解する。
㋑正方形及び長方形の面積の求め方について知る。

《学習活動》
・ L 字型の図形の面積を求める。
・自分の解き方を発表する。

〇思考力、判断力、表現力等
㋐面積の単位に着目し、図形の面積の求め方を考えたり、計
算して表したりすること。

学習評価（軸⑤）本時までで、何が身についたか

学部協議会からの出た案
➡要因

学びの姿
〇生徒 の様子
➡ 要因

○様々な四角形を、公式を使って求められた。
➡簡単な 陣取りゲームから面積について関心をもてた。
➡面積を１つずつ数えたり、面積が同じでも、形の違う
四角形があることを知り、実際に書き出したりした。
➡四角形の辺の長さが九九で解ける範囲内で生徒も解き
やすかった。

□改善

【軸③ 学習活動】
➡既習事項を活かして解ける内容
□九九で解ける辺の長さで行う。
【軸② 学習内容】
□簡単な正方形や長方形の解き方を身に付けた
上で、 L 字型の面積を解く。
【軸④ 指導の手立てや支援法】
□生徒に合わせた段階的な、 L 字型の図形の補
助線に気付ける支援方法

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）

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

○ L 字の図形の面積を求め、いく
つかの方法を学んだ。
○補助線を引くことによって簡単
な図形に区切ることができるとい
うことと、区切り方を学んだ。

○ある図形が簡単な図形で構成さ
れていることを見抜ける力がつい
た。また、補助線を引くことによ
って簡単な図形に区切れるという
ことに気付いた。

○長方形の面積の求め方を知り、
それを活用すれば、他の形でも求
めることができた。また、応用的
な活動の仕方を身につけた。

＜次の単元や次年度に向けて＞
今回は手作業でいろいろと考えられるように折り紙での出題にした。今後は本時の経験を生かして、プリン
ト上の図形でも考えられるようにしたい。そして、平面図形にとどまらず、立体図形についても同様に考えら
れるように発展させていけたらいいと考える。

