
令和2年度 町田の丘学園・本校舎校内研究報告会 研究概要説明を行
います。
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研究主題は、

「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～」です。
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研究テーマ設定の理由です。
「指導内容の精選」や、「深い学び」のある授業改善が必要であること。
研究のための研究ではなく、普段の授業に生かせる実践的研究にしたい、
ということが挙げられます。
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研究仮説は、資質能力の３つの柱や、指導の根拠を明確にした授業づくりを行い、
「深い学び」のある授業作りをするための改善を行っていくことで、研究テーマである
「豊かな社会生活を送れる知識や姿勢」や能動的に学ぼうとする力が身につくのでは
ないか、ということです。
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１年目の研究テーマは、「新学習指導要領に基づく、根拠のある授業づく
り」でした。
ここで新学習指導要領の概要や、大切にしているポイントを学んだ上で、
2年目の研究テーマは、「学びを深める工夫『しかけ』とは」です。
2年目までに整理されてきたことを、3年目に広く、深く、まちおかの実践と
して積み上げる予定です。
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さて、2年目の研究仮説は、学びを深める工夫「しかけ」のある授業をすれば、単元目
標「３つの柱」を達成できるのはないか。ということです。

その仮説を解くために、今年度は、「学びを深める」こと、つまり目的と、そのための工
夫「しかけ」、つまり手段を分けて考え、目的を達成するためには、どのような手段「し
かけ」が必要か、を観点整理するための実践研究としました。
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続いて、研究方法です。
・研究母体は、A部門は各学部、B部門高等部は各学年となります。

・本日の研究授業を含め、各学部3回の研究授業をとおした実践研究です。
・授業作りは、昨年度研究した授業作りの「６つの軸」を基本に考えます。

つまり
何ができるようになるか これが「単元目標（３つの柱）」の軸①です。
そして、何を学ぶのか「学習内容」の軸②
また、どのように学ぶのか「学習活動」の軸③
「手立てや支援の方法」の軸④
「学習環境設定や、人材の活用」の軸⑥を授業づくりの軸とし、
研究授業をとおして、軸⑤の評価を行い、
PDCAサイクルを回しながら、授業改善を行います。
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さて、研究テーマは学びを深める工夫「しかけ」とあります。
そもそも、しかけとはなんでしょう？

単元目標を達成するための「しかけ」として、「大きなしかけ」と「小さなし
かけ」と定義付けました。

「大きなしかけ」とは、なぜ、今このタイミングで、この単元を設定、しかけ
たか。ということです。
学習指導案上では、４の指導観の部分にあたります。

一方、「小さなしかけ」とは、単元目標を達成するための、本時の中で、
個々の児童生徒への具体的な工夫・しかけを「小さなしかけ」と定義し、
学習指導案上では、「７の本時の展開」に盛り込みました。

つまり、学習指導案そのものが、研究方法のツールでもあるということで
す。
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これは、学部研用の学習指導案書式説明資料です。

４ 指導観を「大きなしかけ」と設定し、なぜこの単元・題材を「しかけたのか」を明らか
にします。
（１）単元観は 学習指導要領上の根拠を、

（２）児童生徒観では、４児童生徒の実態、または、これまでの学習の系統性から、な
ぜこの単元をしかけるのか、ということを
（３）教材観では、その教材や題材を扱う、しかける理由を明確にするようにしました。
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続いて、こちらは、学習指導案、７「本時」の「小さなしかけ」の部分です。

ここには、本時の目標を達成するための、個々の児童生徒に応じた工夫「しかけ」を
記載しています。
特に、この本時で学びを深めたい内容、しかけには、★印をつけています。
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先ほどの図で表すと、
何を学ぶのか、本単元の学習をなぜ、このタイミングでしかけるのか、ということが
軸②の「学習内容」の大きなしかけになります。
また、単元目標を達成するためにどのように学ぶのか軸③
手立てや支援の方法の軸④、環境設定などの軸⑥が
「小さなしかけ」となります。
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また、もう一つの研究方法として、昨年度から付箋を活用しています。さきほどの表の
軸⑤の評価の部分になります。

研究テーマが学びを深める工夫「しかけ」ですので、
この赤い〇の部分が重要です。
良かった点「児童生徒が、どのように学びを深めていたか」
そして、その要因、つまり工夫「しかけ」がどうだったか。
ということを付箋を用いて分析しました。

付箋の書式は、各学部の実態に応じて、変更しています。
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研究の年間計画についてです。
各学部、学年が、本日を含めると計３回各チームが研究授業を行っています。

年次研の研究授業とは違い、学部研の研究授業は、「学びを深めること」、「しかけと
はどのようなことなのか」といった研究テーマに沿った協議を行い、4名の講師の先生
によりご指導、ご助言をいただいてきました。
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例年であれば、ここまでの学部研究が中心でした。

しかし、今年度の学校経営計画によると、
学習指導の重点項目に「読書活動」「オリパラ」「ICT]「芸術活動」とあります。

これまではやや担当部署があいまいなところもあり、「詳しい人がやる」、「できる人が
やる」といった一部の先生に負担がかかる面もありました。
また、どういうことをやっているのか、学校全体で共有されていない面もありました。

そこで、

「専門性をつなぎたい、共有したい」「全員が当事者意識をもって、主体的に取り組み
たい」「働き方改革につなげたい」ということから、

学部研のほか、さらに、５つのチームをつくり、学部研とチーム研のどこか１つに全員
が属するという形をとりました。

皆さんが主体的に、かつ当事者意識をもって取り組めるよう、また、業務を分散化でき
るよう、どこに属したいか、事前にアンケートをとり、配置を決めました。

以上で、研究概要説明を終わります。
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肢体不自由教育部門の 研究報告をはじめます。



2年目の研究テーマは「学びを深める工夫「しかけ」とは」です。
A部門では、研究授業や協議会等をとおして、深い学びを実現する工夫「しかけ」を以
下の8パターンに整理しました。

①学習指導要領、年間指導計画、児童生徒の実態から、単元や題材の設定理由を
明確にする「題材設定」のしかけ
②気付いたり、考えたり、表現したりする「場面設定」しかけ
③分かりやすい提示や、分かりやすい言葉掛けの「説明・提示」の工夫
④見通しがもて、達成感を感じられる「教材・教具」の工夫
⑤支援量を少しずつ減らすなど、個に応じたスモールステップの「個別支援」の工夫
⑥授業の目標や支援の仕方が共有された「チームティーチング」の工夫

⑦活動後、さらに児童生徒の学ぶ意欲を高める具体的な「評価・フィードバック」の工
夫
⑧刺激が制限され、学びやすい「学習環境づくり」の工夫
の８パターンです。



この8パターンを「大きなしかけ」「小さなしかけ」に分けると、

なぜこの題材、単元を、今このタイミングでしかけるのか、明確な理由・根拠のある「題
材設定」が「大きなしかけ」となります。
また、②～⑧は個々に応じた学習活動の設定、具体的な指導の工夫ということで、
「小さなしかけ」となります。



ここからは、この8パターンの工夫「しかけ」により、どのように学びが深まったか
その具体を各学部から報告します。

まずは、A小、高学年、自立主の音楽の事例です。
音楽の中でも「歌唱」部分にしぼり説明いたします。



歌の歌唱では、教師のタイミングに合わせて、歌の語尾を歌える児童はいるという実
態の中で、「ハレルヤ」という歌では、教師からの提示に気付き、さらに歌える場面を
増やしたいという思いがありました。



そこで、「教師からの提示に気付き、表現する」という「思考力、判断力、表現力等」の
学びを深めるためのしかけとして、

まずは、「個別支援」のしかけ、児童の実態に合わせ２つのパターンの歌い方を設定
しました。
一つは、みんな～でうた～う、ハレル―（発声）ヤの語尾の発声を促すパターンと、
もう一つは、〇〇さ～んうた～う、（発声）があったら、ハレル―ヤと歌うパターンです。

そこには、当然、タイミングをとって歌いやすいよう、間をもって歌いかける「提示」の工
夫があります。

この２パターンの歌い方が安定してきたところで、MTはさらにしかけました。
それが、新たに気付き、考え、表現する「場面設定」のしかけです。
MTの先生は、みんな～でうた～（ウ）を促したり、ハ・レ・ル・ヤと、それぞれの音の発

声を促せるように間をもってしかけたり、さらには、友達同士で一緒に歌う「場面設定」
をしかけたりしました。



長沼先生からは、一人一人子に応じた、学びのスタイルの保障があり、

３つの柱の目標があるが、それぞれの子にとって、力の入れどころが違うと助言をうけ
ました。

他の学習場面や日常生活の場面でも表現の幅を増やせるか、ということに、課題が
あったのですが、この音楽の授業をきっかけに、朝の会や、帰りの会での歌やあいさ
つなど、他の場面でも、一音ずつ歌えることが増えてきたりと
個々に応じて、表現の幅を増やし、学びの深まりを感じることができました。



もう一つの事例は、A小２・３年・自立主の図画工作、粘土に触れる授業です。



繰り返しの取組により、素材を受け止め、自然に素材に手が出てくるようになってきた
児童に、さらに、素材の違いを感じ分けて表現して欲しいという思いがありました。



そこで、「感触の違いを感じ分け、表現する」という、「思考力、判断力、表現力等」の
学びを深める、しかけとして、紙素材の「ふわふわ」感触、そして、紙に水を入れた「べ
たべた」感触、そして、さらにまた、紙素材の「ふわふわ」感触を味わってもらい、その
違いを感じ分ける「場面の設定」をしかけました。

同時に、「説明・提示の工夫」として、歌やふわふわ、べとべとなどの擬音語を用い、
素材の感触への関心も音からもせまりました。



長沼先生からは、感じ分けたことを表現することは難しいかもしれないが、その素材
への嗜好を高められるように目指したらどうか、といったことや、個々の発達に応じた
しかけや工夫でもよいといった助言をいただきました。

児童の中には、教師の顔をみて、感じたことを表現していた児童もいます。さらに学び
を深められるよう、個々の発達を意識したしかけや工夫が今後の課題になると思いま
す。



続いて、中学部の報告です。

中学部、A1グループの国語数学のMTが澁谷先生の授業になります。

働きかけに応じたり、教師や具体物に気付いたり、見聞きすることが課題の自立活動
を主とする教育課程のグループです。
単元は、「カーテンにかくれているのはだれ？」という題材を行いました。

内容は、まずカーテンに大人が隠れます。隠れた教員は、生徒が分かりやすいヒント
（例えば、音楽の鈴木先生だったらピアノを弾くなど）を出したり、生徒に声をかけたり
しながら注意を促し、提示されたスイッチを押したら、カーテンから登場して、その大人
とのやりとりを楽しんだりする内容を行いました。



おおきなしかけ（なぜこの題材を学ぶか）という点では、1学期に行った題材は、「とん

とんとん」という絵本を題材に、ドアのノックをしたら扉からキャラクターに変装した教員
が登場する内容を行いました。

ですが、生徒によっては、注目や気付きが促せなかった生徒もいたので、全員が「で
きる」を感じられる授業にしたいという思いがありました。



そこで、「カーテンに注目し、登場人物に気付く」という「思考力、判断力、表現力等」の
学びを深めるためのしかけを3点行いました。
まずは1点目に、「題材設定」のしかけを行いました。スイッチを押すと音声と一緒に登

場人物が出る。というのを繰り返しの展開で何度も行い、生徒が見通しをもちやすい
ようにしました。
2点目に「教材・教具」のしかけとして、スイッチを押した後に、スイッチに注目が向きす

ぎてしまい、なかなかカーテンへ視線が向かない生徒の気付きを促すために、カーテ
ンに光源を用いました。

スイッチと連動をしており、スイッチを押すと、黒い布に青い光源がキラキラ光り、カー
テンへ視線を向けることが増え、登場人物に気付くことが増えました。
3点目は、スイッチを押すときに、MTの澁谷先生は、A1グループの生徒の実際に合わ

せて、生徒がスイッチを押すことや押すタイミングをつかみやすいように「１・２・３どう
ぞ！」という繰り返しの言葉を使って、説明提示のしかけを行いました。A1グループの

中でも、「どうぞ」までしっかりと待ってスイッチを押せる生徒から、「１・２・３」の掛け声
で、スイッチを押そうと期待している生徒もいました。



長沼先生からは、繰り返しの展開が多く、見通しをもちやすい反面、少し間延びしてい
るところあった。

展開の中で徐々に変化をつけると、メリハリが生まれ、生徒の気付きも促せるのでは。
という助言をいただきました。

助言を元に、授業改善を行い、単元終了後は、スイッチに注目し、押してからのカーテ
ンへの視線を移し、登場人物に気付くことが増えました。

また、登場人物からの働きかけに応えたり、目で追ったり、意欲的に働きかけることが
増えました。

研究の課題としては、A1グループの生徒とのやりとりを丁寧にしながらも、活動量の
確保を行えるような題材、内容にすることが課題となりました。

また、注目の促し方や、言葉のかけ方なども継続的な課題となっていますが、グルー
プの教員などでも話し合い、朝の会やグループでの学習に活かされてきていると感じ
ています。

今後も「しかけ」の視点を大事にしながら、学部として授業改善を行っていきます。



























小・中・高等部からの実践の考察です。
どの学部も、思考力、判断力、表現力等を特に深めるため、
気付き、考え、表現する学習活動の「場面設定」をしかけていることが分かりました。

また、その場面設定には、他の③～⑧の小さな工夫、しかけを合わせて行っています。

つまり、一つの学習場面に対して、複数の工夫しかけを行っていることが分かり、
特に、その中でも、気付き、考え、表現する「場面設定」を
しかけとして、重視していたことが分かりました。



A小の学部研では、「最近、みなさんが行ったしかけはなんですか？」と考える場面を
設定しました。

すると、１０人中８人に先生が、「おやっと」思ったり、「あれって」気付いたり、自分なり
に考え、表現する「場面を設定」していたことを
例としてあげてくれました。
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つまり、しかけとは何ですかと問われたときに、
「あれって」気付いたり、自分なりに考え、表現する場面設定、

つまり、「思考力、判断力、表現力等」を深めるための場面設定をまずすることが「しか
け」であり、その場面設定に、教職員が③～⑧小さな工夫を付け加え、児童生徒が考
え、表現することを通して、さらに、

知識及び技能が深まったり、学びに向かう力が、らせん状に深まったりしているので
はないかと考えます。
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最初の図に表すとこのようになるのではないでしょうか。

皆さんは、今日の授業の中で、どんな「しかけ」をしましたか？

児童生徒が「あれっと気付き、考え、表現する」場面設定を、今日の授業でどのように
しかけましたか？
時間があれば、皆さんで考えたいところです。



成果と課題です。

「小さなしかけ」を整理する中で、学びを深めるための授業づくりの工夫、ポイントが明
らかになってきました。

また、しかけとは、児童生徒が「気付き、考え、表現する場面設定」が特に重要という
ことが分かってきました。

課題としては、整理した８つの工夫「しかけ」を踏まえた授業実施の積み上げ。

そして、目標の３つの柱が達成できたこと、学びが深まることをどうとらえるか、評価の
部分さらには、大きなしかけを１２年間の系統性を意識して整理することが課題と考え
ます。

以上で、小中高等部の報告を終わります。



音楽科 学習指導案 
 

日 時 
令和３年２月１０日 水曜日 

１０時４０分～１１時２５分 
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 

１年グループ７名 

場 所 １年 B・C 組 授業者 色摩 里津（ＭＴ） 他ＳＴ４名、ＣＳ３名 

 

１ 単元名 「 まねっこしよう 」 

 

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つの柱で記載する） 

（１） 教師との掛け合いを通して、楽器を鳴らしたり、歌ったりする。   【知識及び技能】 

（２） 音や歌を聴くことによって、感じたことや気付いたことを表現する。 【思考力、判断力、表現力】 

（３） 教師や友達と一緒に音楽活動する楽しさを感じ、意欲的に取り組もうとする。 
【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・技能 イ 思考・判断・表現 ウ 主体的に学習に取り組む態度 

単
元
の
評
価
規
準 

① 曲を感じて、表情を変えたり

身体を動かしたりして表現

している。 

② 教師や歌、音に気付き、楽器

を鳴らしたり、発声したりす

る。 

③ 集中して見聞きしている。 

① 曲や揺れなどの変化に気付

き、表情や身体の動きで表現

する。 

② 教師や歌、楽器の提示に気付

いて表現している。 

③ 歌の雰囲気や声の方向を感

じて聴き、感じたことを表現

している。 

① 教師や友達と一緒に音楽活動

する楽しさを感じ、意欲的に取

り組もうとしている。 

② 音楽活動を通して、教師との掛

け合いそのものや、発声するこ

とや楽器を鳴らすことの楽し

さを表現しようとしている。 

 

 

４ 指導観（★大きな「しかけ」） （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ぶのか） 

ア 教科の視点 特別支援学校学習指導要領「音楽」より、以下の内容を設定する。 

知識及び技能 

Ａ 表現 １段階 

ア－(ウ) 思いに合った表現をするために必要な次の㋐から㋒までの技能を身に付

けること。 

㋐ 音や音楽を感じて体を動かす技能 

㋑ 音や音楽を感じて楽器の音を出す技能 

㋒ 音や音楽を感じて声を出す技能 

思考力・判断力・表現力等 

Ａ 表現 １段階 

ア 音楽遊びの活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

(ア) 音や音楽遊びについての知識や技能を得たり生かしたりしながら、音や音楽

を聴いて、自分なりに表そうとすること。 

(イ) 表現する音や音楽に気付くこと。 

  

イ 自立活動の視点 

４ 環境の把握 

（１）保有する感覚の活用に関すること。 

自分自身の体位や動きに気付き、自分の身体を正しく調整することができる力を身に付ける。 

６ コミュニケーション 

（５）コミュニケーションの基礎的能力に関すること。 

 模倣を通して、やりとりの楽しさを知り、コミュニケーションの基礎を作る。 

 
 
 



（２）児童観（単元に関するどのような児童・生徒の実態から、単元目標を達成するため、何を学ぶか） 

 小学部１年生は、自立活動を主とする教育課程で学んでいる児童が７名、知的代替の教育課程で学んでいる児童
が１名の計８名である。（本学習指導案は、自立活動を主とする教育課程で学ぶ児童７名を対象として記載。） 
 健康面は、医療的ケアが必要な児童が５名（気管切開３名、吸引４名、酸素管理１名）おり、常時健康観察をし
ながら適宜医療的ケアを実施する必要がある。学習の前に、どれだけ心身の状態を整えられるかによって、覚醒度
や集中度、身体の動かし方などに影響があるため、学習前の排痰や身体の取組、覚醒レベルの向上等が重要な児童
たちである。また、学習中に吸引を必要とする児童が複数名いるため、教職員及び看護師とで連携しながら、極力
学習の妨げにならないように医療的ケアを実施する必要がある。 
 身体面では、抱きかかえられることで姿勢を保持できる児童、介助立位がとれる児童、一人で歩ける児童と、幅
が広い。また、手や脚の粗大な動きで物に関わろうとする児童、目的をもって物を掴んだり放したりできる児童が
いるなど、手や脚の操作性も幅が広い。ただし、児童全員が、物に関わろうと視線を向けたり手や脚を動かそうと
したりするなど、提示物等を意識しながら自分から身体を動かそうとすることができる。 
 認知・コミュニケーション面では、教師からの働きかけに視線や表情、身体の動きなどで応答しようとする児
童、身近な言葉での指示や状況を理解して行動できる児童までいる。どの児童も、教師と一対一での関わりでは互
いに時間をかけてコミュニケーションをとることができるが、一対複数人の集団の中では児童からの発信や応答
が弱くなったり教師に見逃されたりしてしまうことがあるため、なるべく一対一や少数でのコミュニケーション
を大切にしながら、集団学習における些細な発信や応答等も評価しながら児童の意欲を引き出すことが重要であ
る。 
 
特別支援学校学習指導要領解説（平成 30年 3月）第４節小学部・音楽では、音楽の知識について「１段階は音

や音楽に注意を向けて気付く」、「２段階及び３段階は曲名や曲想と音楽の作りについて気付く」としている。ま
た、思考・判断・表現については「１段階は音楽的な表現を楽しむ」、「２段階は音楽表現を工夫する」としている。
さらに、学びに向かう力、人間性等については「１段階は音や音楽に気付いて」、「２段階は音や音楽に関わり」と
示されている。 
１年生の児童は、上記の１段階から２段階の幅がある集団である。 

 
（３）教材観（教材「で」何を学ぶか） 

学習で扱う歌や曲は、学習指導要領に示されている共通教材や小学１年生の音楽教科書より選定したもの、オリ
ジナル、児童が好きな歌などを用いて学習している。学習の柱を、身体表現、器楽、歌唱、鑑賞とし、各単元で内
容を変更しながら取組んでいる。 
本単元は、「まねっこ」をキーワードに、教師の声を聴く、教師の動きを見る、教師と掛け合いをする、ことを

各柱に盛り込んで学習を展開し、音楽を通して音楽的な楽しさや能力を向上できるようにするとともに、教師との
コミュニケーションを心地よく感じながらのびのびと自分を表現できるようにする。 
 
○身体表現 『チェッチェッコリ』 
これまでの学習では、音楽を通して身体を動かすことを主として、以下の目標を立てて表現活動を行った。 
『ドレミの歌』    ⇒曲の速度に合わせて、歩きや車いすのスピードを変えて表現する。 
『イルカはざんぶらこ』⇒音の有無に合わせて、歩きや車いすの動きを静と動で表現する。 
『しろくまのジェンガ』⇒リズムに合わせて、縦揺れや横揺れ、ジャンプで表現する。 
本単元の『チェッチェッコリ』は、これまでの学習を踏まえ、音の有無の気付いて表現する、リズムを感じなが

ら身体を動かす、教師の動きを見る、模倣して表現することを目標とする。 
児童の実態によって、音の有無に気付いて表現することや、自分の脚でステップを踏むこと、自分で身体の部位

を触ることなど、児によって表現方法や姿勢を変えることで主体的な表現を引き出せるようにする。 
 
○器楽・歌唱 『やまびこごっこ』 
 これまでの学習では、好きな音（楽器）を見つけることや、好きなときに好きなだけ鳴らすことで楽しく演奏す
ること、友達の伴奏に続いてタイミングよく演奏することを目標としてきた。 
本単元では、教師との掛け合いに気付き、それに応答するための手段として楽器や歌を用いる。意図的に楽器を

鳴らすことができる児童は器楽、意図的に発声できる児童は歌唱に取り組むことで、同じ楽曲の中で２つの学習を
展開する。器楽は、鳴らしやすい楽器を用いて少ない支援で自主的に鳴らせるようにし、自分が奏でた音に気付
き、鳴らす楽しさや応答する楽しさを感じられるようにする。歌唱は、自分の声が自分や友達にまで聴こえるよ
う、マイクとスピーカーを用いることで掛け合いの楽しさや歌う楽しさを感じられるようにする。 
 
○鑑賞 『雪のおどり』 
教師による輪唱を通して、まねっこをしながら歌が続いていくことのおもしろさや不思議さを感じることがで

きる歌を選曲した。１番は目の前で教師が歌い、２番は教師が移動しながら歌うことで、歌声の方向が変化してい
くおもしろさや、歌声がする方向に気付いて視線を向けたり表情を変えたりしながら「気付いたことや感じたこと
を表現」してもらいたいと考えている。 
 

 



５ 単元の指導計画（７時間扱い、本時は５時間目） 

次 時数 主な学習内容 （軸②何を学ぶか） 

第１～２次 ２ 

＜身体表現：チェッチェッコリ＞ 
・リズムや振り付けを知り、曲に合わせて身体を動かしたり模倣したりする。 

 
＜器楽・歌唱：やまびこごっこ＞ 
・教師との掛け合いに気付き、楽器を鳴らしたり、声を模倣したりする。 

 
＜鑑賞：雪の踊り＞ 
・歌声がまねっこで続いていくことに気付き、視線や表情等で表現する。 

第３～５次 

３ 

 

本時 

＜身体表現：チェッチェッコリ＞ 
・曲の始まりや終わりに気付き、表情や身体の動き等で表現する。 
・自分でステップを踏んだり身体を触ったりして模倣する。 

 
＜器楽・歌唱：やまびこごっこ＞ 
・教師や提示された楽器に気付いて、視線を合わせたり楽器を鳴らしたりする。 
・教師の言葉掛けに気付いて、表情を変えたりセットされた楽器を鳴らしたりする。 
・教師の声を模倣したり、掛け合いで歌ったりする。 

 
＜鑑賞：雪の踊り＞ 
・鈴の音で歌が始まることを予測したり期待したりして、表情等で表現する。 
・歌声がする方向に気付き、視線や表情等で表現する。 

第６～７次 ２ 

＜身体表現：チェッチェッコリ＞ 
・「ポーズ」の掛け声で、表情を変えたり身体を動かしたりして表現する。 

 
＜器楽・歌唱：やまびこごっこ＞ 
・小グループの一員として、MTとの掛け合いで一斉に楽器を鳴らす。 

 ・小グループの一員として、MTとの掛け合いで一斉に歌唱する。 
 
＜鑑賞：雪の踊り＞ 
・鈴の音で歌が始まることを予測したり期待したりして、表情等で表現する。 
・歌声のする方向や懐中電灯の灯りの動きに気付き、気付いたことや感じたことを表
現する。 

 

６ 配置図 

※知的代替の児童の配置も含む。自活主児童１名欠席。 

    ※器楽・歌唱で小グループに分かれるときは、教室内を移動し、離れて練習する。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

７ 本時（★小さな「しかけ」） 

（１）本時の目標（軸① 本時で「何ができるようになるか」） 

★曲の始終や歌声等に気付き、気付いたことや感じたことを表現する。 【思考力、判断力、表現力等】 

★手本の教師を意識して、視線を合わせたり、自分で動いたり、動きを模倣したりする。【知識および技能】 

★教師の出すきっかけに気付いたり意識したりして、楽器を鳴らしたり歌ったりする。 【知識および技能】 

山の背景 

Ｔ１ 

島本 

A 

 

 

C 

石部 三浦 
加納 

森川 

 

 B 



（２）本時の展開（学びを深める学習内容、学習活動に★、★は１点以上） 

 
・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」） 

★の学びを深めるしかけ 

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 

導入 

・始まりの挨拶 
 

・「こんにちはあくしゅ♪」 

 

・本時の説明 

○挨拶をする。 
 

○MTと視線を合わせたり握

手をしたりする。 

〇学習内容を確認する。 

・MTは始まりを明確にし、メリハリのある挨
拶をする。 

・一人ずつ握手をし、音楽が始まる期待感を

引き出したり児童の健康状態を把握する。 

・『まねっこ山に行こう』のテーマソングを歌

いながらMTは着替えたり、山の背景を出し

たりして、児童の学習意欲を引き出す。 

活動① ①身体表現『チェッコリ』 

・チェッコリさん登場 

 

 

Aグループ 

・曲の始まりや終わりなど、

気付いたことを表現する。 
 

Bグループ 

・教師を見ながら、自分から

身体を触ったり動かしたり

するなどして模倣する。 

 

〇MTとチェッコリさんのや

りとりを見聞きする。 

 

Aグループ 

〇教師と揺れることを通し

て、感じたこと、気付い
たことを表現する。 

Bグループ 

〇ひとりで、または教師と

一緒に身体を触ったり動

かしたりする。 

 

・チェッコリさんとMTのやりとりを通して、

やることを知ったり、やりたいという意欲

を引き出したりする。 

・一律の動きではなく、児童の実態に応じてA

グループとBグループで動き方を変える。 

・曲の始まりや終わり、揺れ方の違いなどに
気付くことができるよう、言葉掛けや動き

を精選する。 

・ひとりで、または教師と一緒に立位で取り

組み、児童の動きを待ったりリードしたり

する。 

活動② 

★ 

②器楽・歌唱『やまびこごっこ』 

・やまびこさん登場 

 

楽器グループ① 

・教師や提示された楽器に気

付き、自分から鳴らす。 

 

 
楽器グループ② 

・教師の歌声の後に楽器を鳴

らすことを意識し、自分か

ら鳴らそうとする。 

 

歌唱グループ 

・教師の歌声に続いて、また

は同時に歌ったり発声した

りする。 

・楽器グループの発表 

・歌唱グループの発表 

 

〇MTとやまびこさんのやり

とりを見聞きする。 

楽器グループ① 

〇タイミングごとに提示さ

れる楽器に気付いて鳴ら

す。 

 
楽器グループ② 

〇定位置にセットされた楽

器を鳴らす。 

 

 

歌唱グループ 

〇歌そのものや声を模倣し

て歌唱する。 

 

〇代表者は発表する。 

 

・やまびこさんとMTのやりとりを通して、や

ることを知らせたり、やりたいという意欲

を引き出したりする。 

・小グループに分けて同時に練習することで

、活動時間を確保する。各グループ内で発

表し合い、自分の力を発揮したり、友達を

称えたりする。 
 

★鳴らすタイミングがわかるよう、鳴らす場

面で楽器を提示する。 

★手の可動域の範囲に楽器をセットし、小さ

な動きでも音が鳴るように提示する。 

★掛け合いのタイミングを明確にして交互に

歌う、または同時に歌うように児童の発声

を待ち、引き出す。 

 

・楽器グループ、歌唱グループから発表者を

１名ずつ選出し、全体の場で発表する。 

活動③ 

 

③鑑賞『雪のおどり』 

・雪だるまさん登場 
・歌声が聴こえる方向に気付

き、視線や表情等で表現す

る。 

 

〇MTと雪だるまさんのやり
とりを見聞きする。 

〇教師による歌唱を鑑賞す

る。 

 

・鈴の音を響かせ、鑑賞の始まりに気付ける
ようにする。 

・輪唱を通して、声が聴こえる方向が動いて

いくことや、歌が掛け合いで進んでいくこ

とに気付けるようにする。 

まとめ ・まとめ 

・終わりの挨拶 

〇活動を振り返る。 

〇挨拶をする。 

・がんばったことを発表し、次への意欲に繋

げる。 

・MTは終わりを明確にし、メリハリのある挨 

 

 

８ 本時の評価（★の項目に対する学習状況の評価）（軸⑤「何が身に付いたか」） 

・教師からの歌いかけや楽器の提示をきっかけに、教師や楽器へアプローチしようとしている。 

・教師の歌や楽器の音に続いて、タイミングを合わせて楽器を鳴らしたり歌ったりしている。 

・教師との掛け合いに気付き、次を予想したり期待したりして、意欲的に取り組もうとしている。 



自立活動 学習指導案 
 

 

日 時 令和３年２月１０日水曜日 

                                      １０時２５分～１１時１５分 

場 所 高等部２年７組教室 

対 象 知的障害部門高等部 

                                      生徒１名 

授業者 松本 浩 （T１） 

                                      今出 博之（T２） 

 

 

１ 題材名 「学級での自立活動」 

 

２ 指導目標 （軸①「何ができるようになるか」 「流れ図」①～④を踏まえて作成） 

（１）体幹、上下肢の柔軟性と可動性を高め、自発的な動作を行う。 

（２）感覚刺激（玩具、揺れ）で、主体的に身体を動かすことを楽しむ。 

（３）自分の気持ちを表情等で yes/no を伝える。 

 

３ 指導観（軸②「何を学ぶか」） 

（１） 題材観（指導目標を達成するため、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） 

自立活動６区分の中から必要な項目を設定し題材を選んでいる。 

別紙「実態把握から具体的な指導内容を設定するまでの流れ図」⑤、⑥、⑦、⑧参照。 

 

（２） 児童観（児童の実態から、指導目標を達成するため、何を学ぶのか） 

伸展筋が固くなりがちで受け身な生徒が、より主体的に人や物に関わり、身体の柔軟性や可動性を高める

とともに、自ら発信することの良さを感じられるようにする。 

別紙「実態把握から具体的な指導内容を設定するまでの流れ図」①、②、③、④参照 

 

（３） 教材観（教材「で」何を学ぶか」） 

①身体面では、筋肉の緊張調整が難しい生徒にとって円滑な動作をするための柔軟かつ可動できる身体
の使い方が必要とされている。バルーンや玩具等の教材を活用し、自らの身体がイメージした動作できる良
さを知り、達成感を積み重ねることで、より主体的に対象へ働きかける意欲を養う。 
また、自立活動「４ 環境の把握（１）保有する感覚の活用に関すること」では「感覚」とは「固有覚（運

動感覚や位置感覚）の活用、バルーン等での揺れやバランス、遊具を用いての回転や速度、リズム運動、ボ
ディイメージ（自他の区別、自分の身体の左右・上下・前後の位置感覚、姿勢・動きの自覚）の意識付け」
とある。見て何をするのか分かりやすい具体的な教材を用い、固有覚を使った心地良さを味わうだけでな
く、リラックスしたことで筋肉の緊張を弱め、身体がどこの部位を動かせば、心地よい感覚が味わうことが
できるかをボディイメージするなどといった力を養い、様々な動作ができる身体へとつなげていきたい。 
②コミュニケーション面では、コミュニケーションに困難を抱える生徒との教師の読み取り（聞き手効

果）に関わらない、よりよいコミュニケーション方法が必要である。この単元では、音や光る教材も活用す
ることで、興味関心を持って自らの発信・表出により対象との関わりの楽しさを知り、その成功体験を積み
重ねることにより、より自発的に対象に働きかける意欲を養う。 
また、自立活動「４ 環境の把握（２）感覚や認知の特性についての理解と特性に関すること」では「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活動」とある。見て何をするのか分かりや
すい具体的な教材を用い、興味を持って玩具を追視する、集中するなどといった力を養い、期待する力、要
求する力を高め、見分ける、選択する力へとつなげていきたい。 

 
    
 

 
 

 

 

 

 

    

 ２つのことを提案してみます。 

①「実態把握から自立活動の具体的な指導内容を設定するまでの流れ図」（別紙参
照）を活用した授業を目指しています。 

②知的障害部門高等部では、自立活動の指導に重点を置いた研究活動を行っていま

す。その一環として、A部門の自立活動専任教員が授業支援に参加し、身体の取り
組みを中心とした指導内容をしています。その中で、主体的に行動できるよう、日常

生活へ還元できるようにしていきたいと考えています。 

自立活動 6区分 27項目からの実態把握から課題を抽出し、より明確な指導目

標、具体的な指導内容になるように設定してみました。 

<音と光の出るこま> 
・金属ボウルの中で扱
うことで注目度を増し
て集中できる。 
・「もう一度」という要
求を引き出す。 

 

 

 

 

<音の出るキャップ> 
・中に鈴を入れ手に
したときに音と振動
がある。 
・金属製のボウルに
落とし音を楽しむ。 
 
 
 
 ＜バルーン＞・臥位：大きなバルーンを用いることで、ピーナツバルーンよりも支

持面が大きく、股関節をより伸展した姿勢がとりやすい。また、股関節を屈曲する

ことで揺らすことができる。他に腰背部を伸ばすなどのリラクセーションになる。 



４ 本時 

（１） 本時の目標（軸① 本時で「何ができるようになるか」）  

   ・自発的に身体の力を抜く、またが力を入れて動かすことができる。 

   ・教員の声掛けや感覚刺激を受けて、主体的に身体を動かすことができる。 

   ・「やりたい」または「やりたくない」気持ちを相手へ伝えることができる。 

（２） 本時の展開（※筋肉の緊張に応じ、指導内容や順番を柔軟に変更したりする。） 

 
・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） 

具体的な評価規準 
（軸⑤ 本時で「何が身に付い

たか」） 

生徒 A 

導
入 
 
３
分 

・T1 とアイコンタク
トし、教員の手を合わ
せて挨拶ができる。 
・今日の予定を見る。 

〇T１に注目し、生徒のタイ
ミング、表現方法で始まりの
挨拶をする。 
〇写真カードでこれからの活
動を想像する。 

・アイコンタクトや手合
わせを促せるよう、間を
もって挨拶をする。 
・写真カードを注視する
ように提示する。 

・T1 に注目し、手合
わせで挨拶しようとし
ている。 
・写真カードを注視す
る。 

・上体を前傾にして両
手を机に着き、立ち上
がる。 
・教員の所まで歩き、
手合わせをする。 

〇上体を前へ傾けて、両手を
机に着き立ち上がる。 
〇教員の声掛けや姿に気づ
き、そこまで歩き、手合わせ
をする。 

・これから何をするか分
かるよう、手を机に着く
ことと上体を前傾になる
ように促す。 
・本児が気づくように目
線の先に教員が座って声
掛けする。 

・両手を着き、椅子か
ら立ち上がっている。 
・教員に気づき、そこ
まで歩いている。 

展
開
① 
 

20
分 

・意識して靴を見て、
ベルトを外す。 
・自分で意識して筋肉
の力を抜く、または筋
肉に力を入れて身体を
動かす。 
 A下肢の各関節の屈
伸 

B腕の上げ下げ 
C体幹のひねり 

〇ベルトを見て、それをつま
み、外す。 
〇股関節や膝を曲げる。また
は股関節や膝を伸ばす。 
〇腕を上げるまたは下げる。 
〇体幹筋が伸びるように力を
抜く。「やりたい」時は笑顔
の表情になる。「やりたくな
い」時は手で教員を触る。 

・ベルトへの意識が向い
ていない時は、教員と一
緒に外す。 
・股関節や膝が屈曲しな
い時は、足部を内側へ向
ける。 
・腕上げの介助は、本児
が意図した動きを決まっ
た方向へ誘導する。 
・捻りで反発する動きが
ある場合は、介助の位置
をかける。 
・本児が「やりたくな
い」気持ちが出たら、や
める。 

・ベルトを見て、外す
ことができている。 
・脚の力を抜いて、曲
げることを受け入れて
いる。 
・腕を意識して動かし
ている。 
・体幹筋の力を抜い
て、捻りを受け入れて
いる。 
・「やりたくない」気
持ちを教員へ伝えてい
る。 

展
開
② 
10
分 

・バルーン上に座る。
うつ伏せまたはあお向
けになる。 

〇バルーン上にうつ伏せにな
って、全身を伸ばしてリラッ
クスする。または、上体と足
を上下に主体的に動かして揺
らす。 
〇バルーン上にあお向けにな
って、全身を伸ばしてリラッ
クスする。または、足で床を
主体的に蹴って揺らす。 

・リラックスできるよう
に細かく揺らす。 
・本児が自発的に揺らす
よう、激しく揺らして気
持ちを高める。 

・リラックスして全身
の緊張が抜けている。 
・身体を動かして主体
的にバルーンを揺らし
ている。 

展
開
③ 
 

15
分 

・教員の所まで歩き、
手合わせをする。 
・上体を前傾にして両
手を机に着き、しゃが
み込む。 

〇教員の声掛けや姿に気づ
き、そこまで歩き、手合わせ
をする。 
〇上体を前へ傾けて、両手を
机に着きしゃがみ込む。 

・本児が気づくように目
線の先に教員が立って声
掛けする。 
・これから何をするか分
かるよう、手を机に着く
ことと上体を前傾になる
ように促す。 

・教員に気づき、そこ
まで歩いている。 
・両手を着き、椅子へ
しゃがみ込んでいる。 

・机上に金属ボウルと
教材のこまを置き、学
習の始まりを伝える。 
・手を添え「１、２の
３」と声をかけスイッ
チを押す。 
・音の出るキャップを
机上に置き自分から金
属ボウルに入れるのを
待つ。 

○教材を見て、これから学ぶ
活動に見通しをもつ。 
○教員の言葉に沿って期待感
を高める。 
○音や光が止まってしまった
とき、自発的に「もう一度」
という要求を視線や行動で示
す。 

・教材をよく見せて、見
ているか視線で確認す
る。 
・「光ってるね」「音がす
るね」などの共感する言
葉を生徒の視線を確認し
ながら伝えていく。 

・教員の言葉と行動で
期待感をもつ。 
・音や光を見ている
か、楽しんでいるか確
認する。 
・主体的に「もう一
度」「もっとやりた
い」などの要求を伝え
る。 



ま
と
め 
 
２
分 

・T1 とアイコンタク
トし、教員の手を合わ
せて挨拶ができる。 

〇T１に注目し、生徒のタイ
ミング、表現方法で始まりの
挨拶をする。 

・アイコンタクトや手合
わせを促せるよう、間を
もって挨拶をする。 

・T1 に注目し、手合
わせで挨拶しようとし
ている。 

  
 
５ 単元の指導計画（３５時間扱い。本時は３２時間目）  

 
学習内容 

（軸②何を学ぶか） 
学習内容 

（軸③どのように学ぶの
か） 

学習活動に即した 
具体的な評価基準 

〇１学期（１１時間） 
・体幹、下肢の筋肉を緩める。 
・教員と目線を合わせる。 

・下肢の屈伸 
・立ち上がり 

・脚の力を抜いて曲げることができる。 
・体幹筋の力を抜いて、両手を机へ置く。 
・教員と目線を合わせることができる。 

〇２学期（１５時間） 
・体幹、上下肢の柔軟性と可動性を
高める。 
・教員へ手を伸ばして触る。 

・下肢の屈伸 
・立ち上がり、しゃがみ込
み 
・バルーン 

・脚の力を抜いて自分から曲げることができ
る。 
・両手を机へ置いて立ち上がることができる。 
・教員へ手を伸ばして触ることができる。 

〇３学期（９時間） 
・体幹、上下肢の柔軟性と可動性を
高め、自発的な動作を行う。 
・自分の気持ちを表情等で yes/no
を伝える。 
・玩具へ主体的に手を動かす。 

・下肢の屈伸、腕上げ 
・立ち上がり、しゃがみ込
み 
・膝立ち 
・バルーン 
・玩具操作 

・意識して腕を上げるまたは下げることができ
る。 
・自分の気持ちを表情等で yes/no を伝えるこ
とができる。 
・主体的に玩具を触ることができる。 

 

６ 配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 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 

・本児が集中できるように机や椅子を前方へ設置する。 

 

（２） 指導内容・方法の工夫 

・その日の体調により指導内容等を柔軟に変化させる。 

   ・手や表情で「やりたくない」気持ちを表出した時は、無理強いせずにすぐに活動をやめる。 

 

（３） 教材・教具の工夫 

・立ち上がりづらい時は、立ち上がるように机や椅子の位置を変えていく。 
・体調や気持ちを考慮に入れて、バルーンの揺らし方を工夫して、リラックスする時、活動する時のメ
リハリをつける。 

椅子 

マット 

T1 

T2 
A 

バル

ーン 

机 



国語・数学科 学習指導案 
 

日 時 令和３年２月１０日水曜日 

１０時５５分～１１時４５分 

対 象 肢体不自由教育部門 高等部 

J２グループ５名（対象生徒１名欠席の見込み。） 

場 所 東校舎 ２階 １年 A 組 授業者 瀬尾諭司（MT）ほか ST３名 

対象生徒１名が欠席の場合は、ST２名で対応する。 

 

１ 単元名 『さよなら さんかく』を楽しもう 

 

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つの柱で記載する） 

（１） 題材で使われている事物の名詞、動作や状態を示す言葉に、関心を向けたり、意味を理解したり、関

連する語句を増やしたりする。【知識及び技能】 

（２） 題材で使われている事物の名称、動作や状態を示す言葉を、発声で応じたり発語で模倣したり、事物の

名詞と動作や状態を適切に関連付ける。【思考力、判断力、表現力等】 

（３） 題材で使われている事物の名詞、動作や状態を示す言葉に関する活動を通して、主に教職員からの働き
掛けに応じる楽しさを感じる。【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・技能 イ 思考・判断・表現 ウ 主体的に学習に取り組む態度 

単
元
の
評
価
規
準 

① 題材で使われている事物の

名詞、動作や状態を示す言葉

に、関心を向けようとした

り、意味を理解しようとした

り、理解を深めたり、関連す

る語句を増やそうとしたり

する。 

① 題材で使われている事物の

名詞、動作や状態を示す言葉

を発声で応じようとしたり、

発語で模倣しようとしたり

している。 

② 上述の言葉に関する活動を

通して、事物の名詞と動作や

状態を適切に関連付けよう

としている。 

① 題材で使われている事物の名

詞、動作や状態を示す言葉に

関する活動を通して、主に教

職員からの働き掛けに、応じ

る楽しさを感じられる。 

 

４ 指導観（★大きな「しかけ」） （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ぶのか） 

学習内容に関連する既習の単元は、民話『ほうまん池の河童』や講談『宮本武蔵』などである。その中で、

本学習グループの生徒は、民話や講談のもつ日本の文芸ならではの語り口調や、リズム、民話や講談の世界観

に意識を向ける力や、これらの簡単な内容を理解する力を育んできた。 

本単元で扱う題材わらべ歌『さよなら さんかく』は、生徒にとって親しみのある事物の名称や動作や状態

が、端的かつリズミカルに表現されている。教職員からの働き掛けに、応じる楽しさを感じられ、言葉への意

識や関心、これに関連する語句やイメージを広げる力を育めると考え、単元「『さよなら さんかく』を楽しも

う」を設定する。学習活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

【知識及び技能】 

ア（ｲ）言葉のもつ音やリズムに触れたり，言葉が事物の内容を表していることを感じること。 

イ（ｲ）遊びを通して，言葉のもつ楽しさに触れること。 

【思考力・判断力・表現力等】 

Ａア 教師の話や読み聞かせに応じ，音声を模倣したり，表現や身振り，簡単な話し言葉などで表現したりする

こと。 

Ａウ 伝えたいことを思い浮かべ，身振りや音声などで表すこと。 

特別支援学校学習指導要領解説各教科等編（小学部・中学部）平成３０年３月 

第４章知的障害である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科 

第４節小学部の各教科国語科１段階の目標より（一部抜粋） 

  
（２）生徒観（単元に関するどのような児童・生徒の実態から、単元目標を達成するため、何を学ぶか） 

   本学習グループは、自立活動を主とする教育課程に属し、生徒５名で構成されている。教職員との関わりを

基に周囲の人とやりとりする力を伸長することが課題の生徒や、理解語句を広げることで自身の要求や気持



ちを豊かに表現し伝える力を伸長することが課題の生徒等、認知、理解及び表現等の中心課題の幅がある。 

言葉への意識や関心、これに関連する語句やイメージを広げる力の伸長も、社会人としての生活の質の豊

かさにつながると授業者は考え、我が国の言語文化に触れるという国語科の目標の下、民話や講談で大切に

してきた語り口調やリズムを味わうことを踏襲しつつ、本単元でこれらの力を身に付ける。 

 
（３）教材観（教材「で」何を学ぶか） 

   上記の学習内容を学ぶため、視覚教材、具体物等を使用する。本単元の一部では、各生徒の中心課題に合っ
た力が確実に養えるよう、２つのグループに分けて学習する場面を設ける。 

 

５ 単元の指導計画（１２時間扱い、本時は５時間目） 

次 時数 主な学習内容 （軸②何を学ぶか） 

第１次 ４ 
『さよならさんかく』に出てくる言葉のもつ音やリズムに触れる（発語の模倣含む）。形や色

を意識したり、これらの違いを学んだりする。 

第２次 ◎５ 

『さよならさんかく』に出てくる言葉のもつ音やリズムを意識しつつ、どのような言葉が出

てくるか、関心を向けたり、学んだりする（発語の模倣含む）。出てくる言葉の意味や出てく

る言葉同士の関連付けに、視覚的・体験的活動を通して、関心を向けたり、学んだりする。 

第３次 ３ 

『さよならさんかく』に出てくる言葉のもつ音やリズムを意識しつつ、どのような言葉が出

てくるか、関心を向けたり、学んだりする（発語の模倣含む）。出てくる言葉の意味や出てく

る言葉同士の関連付けに、オリジナルの「さよならさんかく」の制作を通して、関心を向け

たり、学んだりする。 

 

６ 配置図 

 

 

 

 

 

７ 本時（★小さな「しかけ」） 

（１） 本時の目標（軸① 本時で「何ができるようになるか」） 

   ★「きえる」と「はねる」の言葉に関心を向けようとしたり、意味を理解しようしたり、理解を深めよう

としたりする。【知識及び技能】（対象生徒全て） 

   ★「きえる」と「はねる」やこれらに関連する語句を、発声で応じようとしたり、発語で模倣しようとした

り（対象生徒全て）、「きえる」と「はねる」に関連する名詞を適切に結びつけようとする。（生徒 A~C）

【思考力、判断力、表現力等】 

 

（２）本時の展開（学びを深める学習内容、学習活動に★、★は１点以上） 

 ・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」） 

★の学びを深めるしかけ 

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 

導 

入 

 

10 

分 

程

度 

① あいさつ 

 

② 学習内容の確認 

 

③ 『さよならさんか

く』のもつ音やリズ

ムを意識しつつ、ど

のような言葉が出

てくるか、関心を向

けたり、学んだりす

る。★ 

学習内容③について 

MT の朗読を聞いたり、輪読を

したりして学ぶ。★ 

学習内容③について 

MT が、カスタネットを鳴らして、『さよならさ

んかく』の朗読にリズムを付ける。★ 

ST が、該当する言葉の映像を提示する。★ 

生徒 A～C は、輪読で節を読み上げることが難

しい場合、ST が小声で本人に伝え、これを真似

られるようにする。★ 

生徒 DE は、本人の順番であることを MT が明

示し、これに対する本人の表出を確認した上で、

ST が寄り添って、身体をタップしながら節を読

み上げる。★ 

ＭＴ 

Ａ 

Ｂ 
Ｅ 

Ｄ 

ＳＴ３ 

Ｃ 
ＳＴ１ ＳＴ２ 



展 

開 

 

35 

分 

程

度 

① 「はねる」という言

葉を発声で応じた

り、発語で模倣した

りする。 

 

② 「はねる」という言

葉に関心を向けた

り、意味を理解した

り、理解を深めたり

する。「はねる」に

関連する名詞を結

びつける。★ 

③ 「きえる」という言

葉に発声で応じた

り、発語で模倣した

りする。 

 

④ 「きえる」という言

葉に関心を向けた

り、意味を理解した

りする。「きえる」

に関連する名詞を

結びつける。★ 

学習内容①について 

MT の発する「はねる」という言

葉を聞いたり、生徒自身が発声

や発語（模倣含む）で応答した

りして学ぶ。 

学習内容②について 

「はねる」動きや動画を見たり、

「はねる」に関する体験をした

りして学ぶ。★ 

 

 

 

学習内容③について 

MT の発する「きえる」という言

葉を聞いたり、生徒自身が発声

や発語（模倣含む）で応答した

りして学ぶ。 

学習内容④について 

「きえる」イラストを見たり、

「きえる」に関する体験をした

りして学ぶ。★ 

学習内容②と④について 

『さよならさんかく』の文体やリズムを踏まえ

て、提示された事象について、 

 

生徒 A～C は、「〇〇は、はねる」「●●は、きえ

る」のように、主語になる名詞と結び付けて口頭

で伝えられるように、必要に応じて、MT や ST

が言葉の始めの一文字を伝えたり、助詞の「は」

を強調したり、模倣させることで支援する。★ 

 

生徒 DE は、「〇〇は、はねる」「●●は、きえ

る」「〇〇は」「●●は」の部分を生徒達が意識で

きるように、MT や ST が伝えた上で、「はねる」

「きえる」の言葉を発声で応じたり発語で模倣

したりできるように、一文字ずつ区切って伝え

ることで支援する。この際に、「はねる」「きえる」

言葉に、生徒の関心が向かないようであれば、身

体をタップしながら一文字ずつ区切って伝える

★ 

生徒 E については、提示位置を配慮する。★ 

 

体験活動では、MT と ST が生徒と一緒に、事象

の確認をしながら、これによって抱かれた生徒

の気持ちに寄り添って共感するよう努める。★ 

ま

と

め 

 

５ 

分 

程

度 

① 「はねる」と「きえ

る」の学習の振り返

りをする。 

 

 

 

 

② あいさつ 

学習内容①について 

MT が展開で扱った事象につい

て、「〇〇は、はねる」「●●は、

きえる」と生徒自身が発声や発

語（模倣含む）で応答したりし

て確認する（一人１－２回が目

安）。 

学習内容①について 

生徒 A～C は「〇〇は、はねる」「●●は、きえ

る」のように、主語になる名詞と結び付けて口頭

で伝えられるか確認する。この状況に応じて、

MT や ST が言葉の始めの一文字を伝えたり、助

詞の「は」を強調したり、模倣させることで支援

する。 

 

生徒 DE は、「〇〇は、はねる」「●●は、きえ

る」「〇〇は」「●●は」の部分を生徒達が意識で

きるように、MT や ST が伝えた上で、生徒たち

が「はねる」「きえる」の言葉を発声や発語で応

じられたか確認する。この状況に応じて、MT が

発する言葉を発語で模倣できるように、MT は、

一文字ずつ丁寧に伝えることで支援する。★ 

 

８ 本時の評価（★の項目に対する学習状況の評価）（軸⑤「何が身に付いたか」） 

★「きえる」と「はねる」の言葉に関心を向けたり、意味を理解したり、理解を深めたりすることができた

か。【知識及び技能】 

★「きえる」と「はねる」やこれらに関連する語句を、発声で応じようとしたり、発語で模倣しようとしたり、

「きえる」と「はねる」に関連する名詞を適切に結びつけたりすることができたか。 

【思考力、判断力、表現力等】 

 



今年度の自立活動部の研究内容を発表する。

1



今年度は、ガイドブックの完成を目標に、必要な項目を完成させた。
また、それと同時に、自立活動部の重点項目と指導目標の整理・検討 と
自転車に関する交通安全教育についてまとめ、データ版での完成となった。

2



今年度、「自立活動部」の目標と指導の重点の検討を行った。「自立活動部」
の目標と指導の重点は、年度当初に各学部に報告する「自立活動計画」で提案
している。
特設自立活動の指導の重点においては、分かりやすさを追求し、②③の文言を
一部変える（② 児童・生徒との十分なコミュニケーションを図りながら、活
動意欲を引き出し、自発的な動きにつなげる。③担任や保護者との連携を図り
ながら、特設自立活動の指導場面や学習・生活環境の工夫改善を行う。）こと
にした。

なお、自立活動の全体計画の中で示している
（１）本校の自立活動の全体目標
① 豊かな心と健康な身体を養う ② 興味や関心を広げ主体的に活動す
るための意欲や態度を育てる ③ 豊かな社会生活を送るために、必要な
支援や福祉機器についての関心をもち、活用する力を育てる
（２）指導の重点
① 一人一人の子供達の障害や心身の様子を的確にとらえ評価し、指導を進め
る ② 子供達が主体的に自己のもつ力を最大限に発揮して取り組むこと
ができるよう、適切な教材や環境の整備を行い指導を進める ③ 適切な
自助具や支援ツールを用いて、より主体的な生活を送ることができるよう指導
を進める
については、手を加えず、そのままの文言とすることにした。

3



今年度、自立活動部では、自転車に関する安全教育についてまとめた。その一
例を紹介する。
自転車に乗る時に守るべき基本ルールのうち、特に重要な自転車安全利用五則
を取り上げた。その５つを今一度確認しておきたい。
昨年の道路交通法改正では、自転車も「あおり運転」を危険行為として規定さ
れた。
具体的には、自動車やバイク、他の自転車の通行を妨げる目的で①逆走して進
路をふさぐ②幅寄せ③進路変更④不必要な急ブレーキ⑤ベルをしつこく鳴らす
⑥車間距離の不保持⑦追い越し違反を想定という７つの違反行為がある。
他に自転車運転者講習制度における「危険行為」の見直しがあった。
損害賠償責任において、東京都では、条例により、自転車利用中の事故により、
他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等への加入が義
務となる。自転車事故に関する判例では、平成２５年神戸地裁で、保護者へ約
９５００万円の賠償を命じた判決が出ている。

4



今年度、作成したガイドブックの内容について、「自立活動とは」の項目を
紹介する。スライドにあるように，自立活動の目標と教育課程における位置づ
け及びその内容と，自立活動の指導内容についてまとめた。自立活動の指導は，
各教科等の指導においても，障害特性を踏まえた指導のベースとなるものであ
ることが示されている。また，指導内容について，学習の例を交え分かりやす
く紹介した。

自立活動における目標は、「個々の幼児児童生徒が自立を目指し、障害によ
る学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識、技能、
態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う」であり、自立活
動の指導は学校の教育活動全体を通じて行うものである。
また、自立活動の指導は、授業時間に行う自立活動の「時間における指導」を
中心としつつ、各教科等の指導においても自立活動の指導と密接な関連を図っ
て行わなければならないこととされている。この関連について図１に示した。

5



自立活動の指導における個別性と、各教科等の指導における系統性について、
模式的に示したのが、図２である。
なお、今回の学習指導要領の改訂において、すべての教科等において一人一

人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導を行えるように、障害種別・教科ご
との学びの過程における困難さに対応できるような指導の手立ての工夫が示さ
れた。こうした指導の工夫は、まさに「自立活動」を活用した指導を指すもの
といえる。

6



今年度の３つの項目を追加し、完成したガイドブックの内容について説明する。
ガイドブックは、基礎編、実践編、資料編の３編で構成されている。
基礎編では、自立活動についての説明、肢体不自由児の障害、健康、視聴覚機
能、摂食嚥下機能 それぞれの概論から成り、
肢体不自由児の教育に携わる上での基礎的な知識をまとめた。

実践編では、基礎編をふまえて、介助やポジショニングの方法、車椅子や装具
について、身体の動かし方や呼吸に関することなどのほか、二次障害について
もまとめた。
また、自立活動の授業を組み立てる方法についても障害に応じた例も踏まえて
まとめた。

資料編では、知っておくと便利な知識について、辞書的に使ってもらえるよう
な項目をまとめている。
また、特設の自立活動で使用している道具とその使用方法・使用目的もまとめ
た。

自立活動は、学習指導要領にもあるように、学習や生活場面での基礎であり支
柱となるものである。
このガイドブックを参考にしながら、さらなるスキルアップを目指して、自己
研鑽につなげてもらえると幸いである。

7



 

 

A部門 校内研究報告会のまとめ 

１ A部門 研究報告 
以下の順に報告した。 

（１） A部門で整理した『「しかけ」の８パターン』について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）各学部からの具体について 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）考察 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）成果と課題 
 今年度の成果としては、研究授業をとおして、上記のように、「しかけ」＝授業作りのポイント、「学びを深め
るための視点」が整理されたことがあげられる。 
 今後の課題としては、①上記のように整理された視点による授業実践の積み上げ、②「しかけ」により学びが
深められたか（評価の視点）③12 年間の系統性を踏まえ、「大きなしかけ」の整理（カリキュラムマネジメント
の視点）があげられる。 
  
２ 講師による助言、講評 
（１） 東京学芸大学 教職大学院 特命教授 三室 秀雄氏 

主体的、対話的な深い学びの中でも、「対話的な学び」を重い障害のある児童・生徒とどのように行なっ
ていくか。そのためには、実態把握がとても重要になる。コミュニケーション面における実態把握を「学習
習得状況把握表（GSH）」を活用することも一つのやり方である。 

 
（２） 日本体育大学 教授 長沼 俊夫氏 

「大きなしかけ」と「小さなしかけ」の整理により、授業づくりのポイントが明確になった。その中でも
「大きなしかけ」と「小さなしかけ」の「往還」がとても重要である。「大きなしかけ」の「指導観」がぶ
れていると、「小さなしかけ」の個々に応じた「しかけ」をいくらがんばっても効率的でなくなってしまう。
教職員間で「リフレクション」を行いながら、「往還」を行っていってほしい。 

＜宮島 伸行＞ 

今年度の研究授業を通し、A部門として 8パタ
ーンに、「しかけ」を整理した。（左図） 

①「題材設定」が「大きなしかけ（指導観）」、
②～⑧が「小さなしかけ（個々の実態に応じた工

夫）」となる。 

これらの「しかけ」をもとにどのように各学部
実践したか、その具体を報告した。 

A 小からは音楽、A 中からは国語・数学、B 高からは音楽、美

術の事例を報告した。 

A 小からは「思考力、判断力、表現力等」を深める「しかけ」
として、児童が「気付き、考え、表現する場面設定」をまず設定
する「しかけ」に加え、児童が表現しやすいよう、間をもって提
示する工夫について報告した。（右図） 

 改めて「しかけ」を整理すると、

まず、児童・生徒が「考え、表現
する場面設定」が重要であること、
その上で、③～⑧の工夫がされてい
ることが分かった。（左図） 

 また、①題材設定が「大きなし
かけ」（学習内容）、②場面設定が
「小さなしかけ」（学習活動）、③~

⑦を「小さな工夫」（手立てと支援）
として提案した。（右図） 


