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巻   頭   言 

 

 

 私たちは、研究主題「児童生徒が自分の力を存分に発揮する授業づくり」を掲げ、

１年目のサブテーマを～自立活動の適切な目標設定の検討を通して～として、目標設

定の根拠となる児童生徒一人一人の自立活動シートの作成に取り組み、２年目は自立

活動シートを活用した～自立活動シートを生かした各教科等の授業づくり～に取り

組んできました。 

  本校は、県内で唯一の肢体不自由・病弱教育の児童生徒を対象とした特別支援学校

であり障害特性からも、あらゆる教育活動の基盤をつくる自立活動の重要性は言うま

でもありません。そこで障害の軽重や学びの内容は異なっても、授業づくりの基礎と

なる部分を明らかにし、目標設定や手立て、配慮事項の設定が容易にできる自立活動

シートというツールを作成しました。 

 そして今年度は、昨年度課題とされたツールの授業への活用に着目して、それぞれ

の類型で目指す児童生徒像を掲げ、研究実践に取り組みました。 

 その結果、反省アンケートから９割以上の教員が自立活動シートの有効性や授業づ

くりで果たす役割の有益性を実感し、自立活動が肢体不自由教育や病弱教育において

重要な位置づけにあるということを再認識していることが判明しました。 

  新学習指導要領では、知識の理解の質を高め資質・能力を育む「主体的・対話的で

深い学び」の中で、①知識及び技能、②思考力、判断力、表現力等、③学びに向かう

力、人間性等の三つの柱の重要性が示されています。特別支援学校においてもそれを

踏まえた上で教科等の指導が求められています。 

 今回の研究では、学校生活全般にわたり自立活動を踏まえた配慮が欠かせない児童

生徒に対して、新学習指導要領で求められている力を培うために、自立活動と教科の

関係性を再確認できました。さらには自立活動シートの作成や活用方法について、全

教員で考え方を共有できたことも成果であると感じています。そのことで自立活動を

主とする教育課程の児童生徒へ国語科、体育科、美術科(高等部)を導入し、重度重複

障害を有する子どもたちの教科のあり方も検討し、実践することもできました。 

 まさに研究の成果が、教育課程の改善につながったと考えています。 

 終わりになりましたが、本校の研究推進に対しまして、秋田大学大学院教育学研究

科 教授 藤井慶博先生、同じく准教授 谷村佳則先生、中央教育事務所指導主事 津島

穣先生、さらには公開研究協議会において御意見を頂戴したたくさんの皆様に心から

感謝申し上げ、合わせて引き続き本校の研究推進にお力添え頂けますようをお願いい

たしまして、巻頭言とさせていただきます。 

 

                                            令和２年３月 

秋田県立秋田きらり支援学校 

                                                       校長 新 目 基 
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Ⅰ 全校研究の概要 

 

１ 研究主題      

児童生徒が自分の力を存分に発揮する授業づくり 

～自立活動シートを生かした各教科等の授業づくり～（２年次／２か年）  

 

２ 研究主題の設定理由 

（１）１年次の研究より 

   学習指導要領に示された自立活動の流れ図を基に，児童生徒の実態把握から，指導課題の導出，

自立活動の目標，指導内容を設定する手続きを検討・改善した。更に，秋田県特別支援学校授業改

善プロジェクトの取組を反映させ，自立活動シートを作成した。今年度は，この自立活動シートを

授業づくりに活用する。 

（２）学校経営の方針より 

   授業は，学校教育目標を達成するために編成された教育課程に基づいて行われるものである。

2019年度の学校経営方針の重点として，次のことが挙げられている。 

    

 

 

 

 

 

 

 

（３）学習指導要領より 

   今回の学習指導要領改訂において，これまでも育成を目指してきた「生きる力」をより具体化し，

各教科等において育成を目指す資質・能力の三つの柱が明確化された。 

 

 

 

 

   特に，「思考力，判断力，表現力等」は，予測できない社会の変化に受け身で対処するのではな

く，主体的に向き合って関わり合い，自らの可能性を発揮し多様な他者と協働しながら，よりよ

い社会と幸福な人生を切り拓いていくために必要な力であり，重要性が高まっている。 

（４）専門性の向上の視点より 

    県内で唯一の肢体不自由または病弱教育の児童生徒を対象とした特別支援学校であることか

ら，その専門性が求められる。自立活動に関する実践を発信することは特に重要な役割であると

考える。新学習指導要領の趣旨を踏まえ，各教科等の基盤となる自立活動の充実を図ることで，

より質の高い授業づくりができると考える。 

 

３ 研究の目的 

自立活動シートを作成し，各教科等の授業づくり（目標・指導内容・手立ての設定）に活用する。

また，自立活動シートを活用しながら，各研究グループで設定した「児童生徒が自分の力を存分に発

揮する姿」にせまる授業づくり・授業改善を行う。 

〇新学習指導要領の趣旨を踏まえた教育課程の編成 

・各学部・類型ごとの話し合いを基に，児童生徒の実態に沿った週時程の編成 

・各教科・合わせた指導が有機的に関連し合う指導計画の作成と実践 

〇主体性を育む授業実践 

・何を学ぶか，何ができるようになるのか，指導目標（めあて）及び評価を明確にした授業実践 

・自己選択・自己決定・自己評価を促し，自ら学びや活動に取り組もうとする意欲及び態度を育

む授業実践 

・何を理解しているか，何ができるか（知識及び技能） 

・理解していることやできることをどう使うか（思考力，判断力，表現力等） 

・どのように社会や世界と関わり，よりよい人生を送るか（学びに向かう力，人間性等） 
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４ 研究仮説 

  各学習グループにおける「自分の力を存分に発揮する姿」を設定し，各教科等の授業づくりを行う。

その中で，児童生徒一人一人の「自分の力を存分に発揮する姿」を明確にし，その姿にせまるための

目標・指導内容・手立て等の設定に自立活動シートを活用することで，各教科等と自立活動が関連し

合い，児童生徒が自分の力を存分に発揮することができるものと考える。 

 

５ 研究組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 研究内容と方法 

（１）自立活動シートの作成と活用 

 １）自立活動シートの作成 

  ・複数の職員での作成（目標や具体的な指導内容）→妥当性の高まり 

 ２）各教科等の授業づくりへの活用 

  ・各教科等との関連付けと学習指導案への表記 

・各教科等の目標達成に向けた自立活動シート活用の評価 

 ３）自立活動部との連携 

  ・自立活動シート活用状況の調査確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育課程検討委員会 

研究の成果・課題を教育課程に反映 

全校研究 

・全体研究の計画と推進 

・各グループ研究のとりまとめ 

・公開研究会の計画と実施 

学部・分掌との連携 

・自立活動シート作成と見直し（自立活動部） 

・単元検討会の実施（Ⅱ類型・教務部） 

・各グループの進捗状況の共有（学部会） 

・研究グループのニーズに応じたミニ授業研

究会の計画と実施（教育専門監） グループ研究（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ） 

・自立活動シート作成の推進 

・グループ研究の計画と推進 

・授業研究会（全校・グループ）の

計画と実施 

【評価の観点】 

・複数の職員で自立活動シートを作成したことで，目標や指導内容の妥当性を高められたか。 

・各教科等の授業づくりに自立活動シートを効果的に活用したか。 

（個別の指導計画の評価，職員アンケート調査） 
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（２）各研究グループの目指す姿にせまる授業づくり・授業改善 

 １）類型別（学部縦割り）グループによる研究推進 

研究グループ 学習グループ 

「自分の力を存分に発揮する姿」の具体像 

研究対象の 

指導の形態 

研究対象の指導の形態について 

Ⅰグループ 

Ⅰ類型 

準ずる各教科等を学習するグループ 

「学んだことを生かして，自ら思考・判断・表現する姿」 

教科 

新学習指導要領においては，既習の知識・技能を用いて，未知の状況に対応

していく力が求められている。学級数や児童生徒数が少ない本グループにおい

て，前述した力を高めていくための工夫や改善策を検討し，教科指導の充実を

図る。 

Ⅱグループ 

Ⅱ類型 

知的代替の各教科等を学習するグループ 

「互いを認めながら，目標に向かってやり遂げようとする姿」 

生活単元学習 

生活単元学習は，本学習グループの教育課程の中心となる学習である。中心

単元検討会の実施や，各教科等との関連付け，自立活動との関連などを検討し，

生活単元学習の充実を図る。 

Ⅲグループ 

Ⅲ類型 

主として自立活動を学習するグループ 

「活動に見通しをもち，自分の気持ちを伝える姿」 

国語科 

昨年度の教育課程の検討により，今年度から「国語科」が新設された。これ

まで「自立活動」の時間に取り扱っていた物語の題材において，目標設定，指

導内容の選定，評価の仕方，自立活動との関連などを検討し，「国語科」の取組

や方向性を考えていく。 

Ⅳグループ 

訪問教育 

訪問教育の学習グループ（主として自立活動） 

「児童生徒が働き掛けに気付いて応えようとする姿」 

自立活動 

 本グループは訪問教育であることから，ほとんどが教師と一対一で行われる

自立活動である。そこで「働き掛け」を「教師からの働き掛け」と捉え，ビデ

オ検証を重ねながら，児童生徒にとって最も身近な教師に，より積極的に応え

ようとする姿に迫る自立活動の授業づくりを考えていく。 

  ・目指す姿の共通理解と研究計画 

 ２）授業研究会の計画と実施  

  ・公開研究会，全校授業研究会，グループ授業研究会の計画と実施 

  ・授業後の評価と授業改善 

・各グループのニーズに応じた教育専門監の活用 

 ３）児童生徒の変容（目指す姿）の評価 

  ・児童生徒の変容と，手立ての評価 

   

 

 

 

 

 

 

【評価の観点】 

・各研究グループの取組を共有し，反映させた授業づくりを行ったか。授業研究会の意見を生か

して，授業改善をしたか。                何を学ぶか。どのように学ぶか。

（授業研究会での評価，グループ研究会での意見集約） 

・各研究グループの目指す「児童生徒が自分の力を存分に発揮する姿」が見られるようになった

か。                  何ができるようになったか。何が身に付いたか。 

（授業研究会での評価，授業記録，個別の指導計画の評価） 
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（３）教育課程の改善 

 １）新学習指導要領の趣旨を踏まえた指導計画の作成と実施 

  ・Ⅰグループ～思考力・判断力・表現力の育成を目指す教科の授業づくり 

  ・Ⅱグループ～付けたい力が明確で、各教科が関連し合う指導計画の作成と実践 

  ・Ⅲグループ～新設した教科の指導計画の作成と実践 

  ・Ⅳグループ～自立活動シートを生かした目標及び指導内容設定と授業づくり 

 ２）教育課程への反映 

  ・研究の成果と課題の整理 

  ・教育課程検討委員会での検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価の観点】 

・各研究グループの成果と課題を整理し，次年度の教育課程編成に生かしたか。 

（研究の成果と課題のまとめ，教育課程検討委員会への反映） 
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７ 研究計画 

 期日・曜 研究，研修会名 研究，研修内容等 

4/26・水 【第１回全校研究会】 ・今年度の研究主題と概要について                

5/14・火 グループ研究会① ・各グループ研究の研究計画について 

6/ 5・水 グループ研究会② ・授業づくり，授業改善（ビデオによる検証等） 

7/12・金 グループ研究会③ ・授業づくり，授業改善（ビデオによる検証等） 

7/17・水 全校授業研究会１ 
＜提示授業＞  Ⅲグループ 小学部６－２ 国語 

【指導助言】 秋田大学 准教授 谷村 佳則 氏 

8/27・火 グループ研究会④ ・授業づくり，授業改善（ビデオによる検証等） 

9/13・金 全校授業研究会２ 
＜提示授業＞ Ⅱグループ 高等部１－１ 生活単元学習  

        【指導助言】 秋田大学 教授 藤井 慶博 氏 

10/ 7・月 全校授業研究会３ 
＜提示授業＞ Ⅰグループ 小学部３－３   

        【指導助言】 教育専門監 二階堂 悟 氏 

10/11・金 【第２回全校研究会】 ・中間報告           

10/13・水 グループ研究会⑤ ・授業づくり，授業改善，指導案検討 

11/13・水 グループ研究会⑥ ・授業づくり，授業改善，指導案検討 

11/26・火 公開研究会 

・授業公開，研究協議会 

【指導助言】 

Ⅰグループ：中央教育事務所 指導主事 津島 穣 氏 

Ⅱグループ：秋田大学 教 授 藤井 慶博 氏 

Ⅲグループ：秋田大学 准教授 谷村 佳則 氏 

12/18・水 グループ研究会⑦ ・各グループ研究の評価 

1/ 8・水 
病弱教育研修会 「子どもの心の病とそのかかわり方―臨床心理学視点から―」 

【講師】横手興生病院 臨床心理士 松田 陽一 氏 

1/21・火 グループ研究会⑧ ・各グループ研究のまとめと次年度の課題 

2/ 7・金 グループ研究会⑨ ・各グループ研究のまとめと次年度の課題 

2/26・水 【第４回全校研究会】 ・今年度の研究のまとめ                 

3/17・火 【第５回全校研究会】 ・次年度に向けて                    

備考 ・３校授業を語る会 

・全国病弱虚弱教育研究連盟研究協議会（宮城大会）7/31～8/2 

    第８分科会「筋ジス，慢性疾患」 発表者 須田孝子 

・全国肢体不自由教育研究大会（青森大会）11/13～11/15 

 第 10分科会「地域との連携」ポスター発表者 長谷川絵美子 
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（図２ 学習指導案より） 

８ 研究の経過 

  ここでは，今年度の研究活動について，「６ 研究内容と方法」で述べた各【評価の観点】に沿っ

てまとめていく。 

 

（１）自立活動シートの作成と活用 

 １）昨年度の取組 

   昨年度は，対象児童生徒について自立活動シートの作成を行った。『学習指導要領解説自立活動

編』に示されている流れ図を基に，ワークショップを通して，目標や指導内容の検討，様式や作成

手順，授業への活用の仕方等について改善の必要な点を明らかにし，次年度の様式を整えた。年度

末には，全校児童生徒分の自立活動シートについて，平成３０年度の担任間で実態の整理と目標の

絞り込みを行い，新年度から活用することとした。この作成については，担任間で検討しながら作

成するための研究日を設定し，児童生徒一人につき２０分をめどに検討した。 

 ２）今年度の取組（＊自立活動シートの様式についてはＰ11，資料１参照） 

   昨年度末に旧担任が作成した自立活動シートについて，新年度の担任間で確認・見直し・指導内

容の記入を行い，授業づくりに活用することとした。（新入生・転入生については新規に作成） 

 ３）自立活動と各教科等の関連 

   本研究を進めるにあたり，自立活動と各教科等が

どう関連しているのかを全校研究会で確認した。自

立活動は，学習や生活の下支え（基盤）となるもの

で，自立活動の時間における指導と併せて各教科等

において配慮することで，児童生徒がより学びやす

くなる・質が向上する・主体的になる。それにより，

自分の力を存分に発揮できるようになると共通理

解した。（図１） 

 ４）各教科等の授業づくりへの活用 

   各教科等の学習指導案を作成するに当たり，（図２）のように，自立活動と関連付けた内容があ

ればゴシック体で表記し，その区分と項目を【健（１）】のような略語で付け加えた。 

 

 

 

 

 

自立活動については，多くの学習指導案で，本時の目標を達成するための「手立て」と，本時の

学習過程における「指導上の配慮点」の中に表記されており，個々の目標を達成するうえで，自立

活動と関連付けることの必要性が高まっていると考える。 

さらに，授業後の研究会でワークショップによる協議を行う際に，協議の柱の一つに「自立活動

図１ 
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シートの活用」を設け，意見交換をした。それにより，授業との関連性と併せて，自立活動の指導

内容に関する広がりや深まりについても意見が交わされ，より自立活動について考える機会となっ

た。また，各教科等と自立活動の関連について研究会で話題になったことを職員間で共有できるよ

う，「研究だより」を随時発行した。（＊研究だより Ｐ12～13，資料２参照） 

 ５）アンケート調査より 

   １１月に校内職員を対象に自立活動シートに関するアンケート調査を実施した。主な設問と結果

は次のとおりである。【有効回答数：７３】 

 

 

   作成に携わったほとんどの職員が「そう思う」「やや思う」

と回答している。具体的な意見としては， 

  ○実態をよく知っている前年度の担任が目標を検討してい

るのがよい。   

○複数で検討することで，主観的にならない。  

○児童生徒を共通理解するツールになる。 

等，複数職員で検討する機会を設けたことによる有効性が挙

げられた。反面，次のような課題も挙げられた。 

●目標や指導内容が偏っているケースがある。定期的に見直

しが必要ではないか。 

●時間における指導と各教科での配慮について整理する必要がある。 

●個別の指導計画等の根拠となる資料になり得るので，教育資料の整理が必要である。 

  

                           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Q２，Q３についても，Q１と同様に，ほとんどの職員が「そう思う」「やや思う」と回答した。

特に Q３は「そう思う」が他の設問よりも多く，本研究を通して自立活動の役割について理解が深

まってきたと言えるだろう。 

   自立活動シートを授業づくりにどのように生かしたか，次のような具体例が挙げられた。 

  ○指導上の配慮点（見え方，手作業，言葉の使い方，書字や板書への配慮，ストレスの軽減等）に

生かした。 

  ○児童自身が使いやすいように，児童のアイディアを入れながら，補助具を考案した。 

  ○ＴＴ間で確認するときに活用した。 

  ○授業を評価することで，シートも見直して，相互に活用した。 

  ○年間指導計画と連携させて，目標設定や評価に活用した。   

Q１：自立活動シートの作成をとおして，根拠を明らかにした目標設定ができたか。 

Q２：各教科等の目標を達成するうえで，手

立てや配慮事項に自立活動の視点を生

かせたか。 

Q３：自立活動が，各教科等の学習を行う「下

支え（基盤）」をつくるという意識は高ま

ったか。 
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   本アンケートによると，自立活動シートについては概ね「よい」とする結果であった。各教科等

との関連や，活用の仕方については成果が多かったが，内容や手順，作業効率については課題も挙

げられているため，今後，関係分掌で検討改善を図る。 

 

（２）各研究グループの目指す姿にせまる授業づくり・授業改善 

 １）各研究グループの実践について 

   各研究グループにおける「自分の力を存分に発揮する姿」を研究テーマとして設定し，それぞれ

の実践に取り組んだ。各グループの具体的な取組はＰ15～Ｐ57「Ⅱ 各グループの実践」で述べる。 

 ２）公開研究会 

   １１月２６日には公開研究会を実施し，研究活動及び授業実践を公開した。グループごとに実施

した分科会（Ⅰ～Ⅲ）では，授業の成果や課題，改善策について協議を深めるとともに，指導助言

をいただいた（Ⅳグループは授業ＶＴＲを公開）。協議と指導助言の主な内容を次の表にまとめた。

今後の研究や授業改善に生かしていきたい。 

グループと協議の柱 授業改善のキーワード 指 導 助 言 

Ⅰグループ 

「学んだことをもとに

意見を述べたり考え

をまとめたりするた

めの学習活動や手立

てのあり方について」 

・生徒の言葉による振り

返り 

・意見や考えの「見える

化」 

・なぜそう考えたのか，

根拠を加えた意見 

秋田県教育庁中央教育事務所 

指導主事 津島 穣 氏 

・社会科の授業で大切なことは「事実」「臨

場感のある資料」「価値ある問いを作る」

の３つである。 

・「対話的な学び」については，教師対生徒，

生徒同士の対話も大事だが，自分内対話も

大事。「何で自分はこう考えたのだろう

か？」と自分に問うことで学びの自覚にも

つながる。 

Ⅱグループ 

「自立活動シートの年

間目標や指導内容を

意識した本時の指導

内容，指導の手立ては

『目指す姿』につなが

っていたか」 

・子供たち自身が自分の

ゴールが具体的に分か

る 

・子供自身による自己評

価を大切に 

 

秋田大学大学院教育学研究科 

        教授 藤井 慶博 氏 

・生活単元学習の「学びのその先」学んだこ

とがどうなっていったかを十分に見取る

ことが大切である。 

・自立活動の視点により，子供たちのことを

多面的に理解し，関わり方を共通理解する

ことができると思う。移行支援の大きなツ

ールとして有効ではないか。 

Ⅲグループ 

「教科『国語科』として，

目標設定や評価，指導

内容は適切か」 

・集団と個のバランス 

・国語科として，さらに

言葉にこだわる 

・オノマトペの効果的な

活用 

秋田大学教育文化学部 

       准教授 谷村 佳則 氏 

・自立活動の指導は「心身の調和的発達の基

盤を養う」ものなので，各教科等とのつな

がりを密接に関連付けていくうえで，選定

する自立活動の項目を偏りないバランス

で適切に設定することが必要である。 

・授業は「連続（いつでも），即時（すぐに）」

の評価が大切である。 
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Ⅳグループ 

「児童生徒が働き掛け

に気付いて答えようと

する姿を目指した授業

づくり」 

〔アンケートによる意見から〕 

・子供からの反応に，教師がもっと意味付けをすると，より活発なやり

とりになるのではないか。 

・子供の変容の見取りを誰がどのくらいのスパンで行っているのか。こ

れまで積み重ねてきた学びからの変容といった長期スパンでの見取

りもあるのではないか。 

 

（３）教育課程の改善 

   今年度は，自立活動シートを用いて，各教科等と自立活動を関連付けながら指導を進めることで，

児童生徒が自分の力を存分に発揮する（各教科等の目標達成にせまる）と考え，研究に取り組んで

きた。各グループの研究活動をとおして，自立活動だけでなく，教科の目標や評価，指導計画や指

導内容，指導方法等の改善を図ることができた。これらの成果や課題，改善策をまとめ，次年度の

教育課程編成に取り組んでいく。主なものは，次のとおりである。 

 教育課程にかかわる成果○と課題●，次年度に向けた取組★ 

自
立
活
動 

○自立活動シートは，自立活動の目標や指導内容設定の根拠となるツールであった。 

○複数で検討する機会を設定することで客観性，妥当性が高まる。 

○教科指導の中で自立活動の視点を生かす意識が高まった。 

●目標や指導内容の偏りがないように見直す必要がある。 

○●教科担当者間で目標や指導内容を共有できるような工夫をすればより効果的に使える。 

○●自立活動シートは，教育資料となり得るツールであるが，作成資料の負担感を減らすた

めに，全体の見直しが必要である。 

★自立活動シートは，今後も継続して作成する。 

Ⅰ

グ
ル
ー
プ 

○●教科指導の中で自立活動の視点を生かす意識が高まった反面，教科の学びとのバランス

を考慮する必要があった。 

○少人数学級における授業づくりの悩みや工夫点を共有した。 

★自立活動の指導内容に対する具体的な手立てを指導者間で共有する。 

Ⅱ
グ
ル
ー
プ 

○中心単元検討会を実施し，単元のねらいや単元計画の発展性などを，学部をまたいだ職員

で検討した。 

●各教科（特に国語・算数数学）と生活単元学習との関連については，意識が高まってきた

ものの，十分な協議ができなかった。 

★各教科で身に付けた力を生活単元学習の中で，実際的・総合的に学べるよう，指導計画を

立てる。（何を，どのように学び，どんな資質・能力を身に付けるかを明確に） 

Ⅲ

グ
ル
ー
プ 

○国語科を設定したことで，目標や指導内容が明確になった。 

●題材や指導内容についての学部間の連続性については，協議できなかった。 

★国語科は次年度も継続し，学部間の連続性や年間指導計画について今後検討する。 

 

Ⅳ

グ
ル
ー
プ 

○自立活動シートの「指導内容」の部分を年間指導計画に替えたことで，目標設定の根拠か

ら指導内容，主な手立てまでの流れが分かりやすくなった。 

●指導記録を活用した評価・改善は効果的であり，継続していくが，より効率的に活用でき

るよう様式の改善を要する。 

★自立活動シートの見直し（目標や指導内容）を定期的に実施する。 
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９ 研究のまとめ 

（１）成果（○）と課題（●） 

 １）自立活動シートの作成と授業づくりへの活用 

  ○「８ 研究の経過」の「（１）自立活動シートの作成と活用」のアンケート結果のとおり，自立

活動シートの作成の有効性，授業への活用，自立活動の役割の理解に関する設問に対して，９割

以上の職員が「そう思う」「やや思う」と回答している。１年次の研究活動で，自立活動シート

の作成（対象児童生徒を絞って）について検討を重ね作成のポイントや手順を理解したことが，

児童生徒全員分の作成や授業づくりへの活用へと結び付いたと考える。特に，複数の職員で検討

したことの有効性が挙げられており，客観性や妥当性のある指導をするうえでも必須であると考

える。今後，効率的で効果的に検討できる場を設定することや，確認・評価するシステムづくり

が必要である。 

  ●多くの成果があった反面，指導目標や指導内容の偏り，資料作成の負担感といった課題もある。

このことについては，作成のポイントや手順のマニュアル化，様式の更なる改善をしたい。 

 ２）授業づくり・授業改善 

  ○各研究グループにおいて，各教科等と自立活動を関連させた授業づくりが検討され，授業の目標

を達成する（目指す姿に迫る）うえで，自立活動の指導内容を手立てや指導上の留意点に生かす

ことが定着してきたと感じる。 

  ○授業研究会の方法として，Ⅰ・Ⅲ・Ⅳグループはビデオ視聴による授業研究会を実施した。ポイ

ントを絞って編集することで，協議のポイントも絞られ，効率的かつ多くの授業を検証すること

ができるよさがあった。数多くの授業を見ることは自身の指導力向上にもつながる。多忙化防止

の視点からもメリットの多い方法であった。 

   

（２）今後に向けて 

  ・自立活動シートについては，その必要性から，来年度以降は教育資料に含むこととした。既存の

実態票や個別の指導計画等との関連がより深まり，児童生徒の学習や生活上あるいは将来を見据

えての適切な課題設定に結び付くと考える。この自立活動シートは，県内でも先駆けた取組とな

っているので，発信していくとともに，よりよい活用を働き掛けていきたい。 

  ・学習指導要領の改訂により，教育課程について多くの検討を続けている。この２年間の研究は，

教育課程上の検討課題に挙げられている内容に各研究グループが取り組んだことで，重要な役割

を果たしていると考える。「８ 研究の経過」の「（３）教育課程の改善」で述べたとおり，各研

究グループの成果や課題，改善案として提案し，次年度の教育課程編成に反映されることとなる。

今後は，改善された教育課程を実施していく中で，授業づくりや授業改善を重ね，その成果や課

題から更に教育課程を考えていくサイクルを充実させることで，教師一人一人がカリキュラムマ

ネジメントに参画していけると考える。 
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■自立活動シート（Ａ・高〇・Ⅲ）■ 

（１）実態把握 

 障害の種類・状態等 脳性麻痺、未熟児網膜症による視力障害、てんかん 

本人・保護者の思い （本人）学校が好き。友達や先生との関わりが好き。自分の思いが相手に伝わると嬉しそうにしている。 

（保護者）言葉のやりとりで、周囲の状況を理解したり、自己表現したりする力を付けたい。望ましい姿勢や動きを獲得して、

リラックスして生活できるようにしたい。 

育てたい姿 

（学部卒業時） 

・自分から意思を表出したり、周囲からの情報を受け取ったりして、見通しをもって落ち着いて生活する。 

・活動内容に応じていろいろな姿勢をとり、自発的な動きを増やす。 

 

 

 

実

態

の

整

理 

健康の保持 心理的な安定 人間関係の形成 環境の把握 身体の動き コミュニケーション 

・未熟児網膜症による

視覚障害があり、明

暗の有無も難しい。 

・てんかん発作が１日

に２～３回あるが、

２０分程度眠ると回

復する。興奮や疲れ

が起因で発作を起こ

しやすい。 

・嬉しいときや楽しい

ときは全身の緊張が

強くなる。 

・視覚情報が入らないた

め、慣れない状況に不

安を感じ、情緒不安定

になることがある。繰

り返し経験したり、事

前に状況を伝えたり

することで、安心して

活動に参加している。 

・呼名や挨拶に応える。 

・相手の話し掛けに対し

て「どうぞ」「ありがと

う」と応える。 

・人の声がたくさん聞こ

える場所を好む。 

・慣れない場所や人に対

しては不安な表情をし

て、ほとんど話さなく

なる。 

・視覚障害のため、聴

覚からの情報に敏感

である。知っている

人の声、知っている

歌や台詞などを理解

し、応える。 

・触覚については、経

験のないものについ

ては慎重である。 

・水、風の感覚を好む。 

・主に左利き。左右の

手を使用して、物を

握ったり離したりで

きる。 

・床面で、自力で寝返

りをして移動する。 

・ＳＲＣＷを使用して

小刻みに足を動かし

て歩行をする。 

・「でた」「どうぞ」「ス

タート」「ばいばい」

などの言葉を話す。 

・経験のあることに関し

ては、大人の話を聞い

て理解できる。 

・教師や友達からの呼名

や言葉掛けに、笑顔や

発声、拍手で応える。 

・不安や不快のときは、

泣いたり叫んだりす

る。 

困

難

さ 

・視覚情報が入らないため、活動をする際には、事前に状況（場所、人、音、何をするか等）を伝えることで安心して参加できている。しかし、

初めての場所や初めての体験については難しく、泣く、叫ぶなど不安定になってしまう。 

・好きな活動や期待感をもっている活動に対して、過剰に興奮し、発作を誘発することがある。そのため、期待して参加している活動であったに

も関わらず、場を離れたり、仮眠をとったりしなければならなくなる。 

 

（２）目標設定の理由・自立活動の目標 

設定理由 

（背景・課題） 

・視覚情報が入らないため、初めてのことや慣れないことに対して、「分からない」「経験がない」「予想できない」ことから不安が大

きい。事前に言葉で「これから〇〇に行って、△△をするからね。」「〇〇さんと一緒にやるよ。」等の説明をすることで理解できる

ことは多い。しかし、言葉の説明だけでは伝わりにくいこともあり、その場合は不安定になってしまう。情緒不安定になることは、

体力の消耗や発作につながることが多く、こうした状況を可能な限り減らしたい。 

・好きなこと、分かること、自信をもっていることに対しては、意欲が高く、表情、手の動き、発声や発語でやりたい気持ちを発信す

る。しかし、その気持ちをコントロールすることが難しく、興奮から過剰な叫びや発作につながることが多く、休息を要する状況に

なってしまう。教師とのやりとりの中で、興奮をある程度鎮めることができれば、やりたい気持ちを維持しつつ好きな活動に存分に

参加することができると考える。 

・こうしたことが改善されれば、体力の消耗も減り、好きな活動に継続して参加できるであろう。 

年間目標 ・教師とのやりとりを通して、過剰な不安や興奮を減らし、安定した気持ちで活動する。 

 

（３）目標達成に必要な項目の選定  ■チェック 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）選定した項目に関連付けた指導内容と指導場面 

指導内容 ・教師が小さい声で話し掛けたときに、声

の大きさを真似して発声する。 

・言葉による説明だけでなく、活動の象徴とな

る歌や音（聴覚）、手触り（触覚）、におい（嗅

覚）等を手掛かりにする。 

・リラックスできる姿勢（リクライニング等）

や、リラックスできるアイテムを持って活

動に参加する。 

関連付けた

項目 

３(1)、６(1)(2) ３(1)、４(1)、６(1)(2) １(1)、２(1)、５(1) 

指導場面 自立活動（個別、学級）、音楽 自立活動（学級、表現Ⅰ、表現Ⅱ） 

 

自立活動（個別、学級）、自立活動（運動） 

 

１ 健康の保持 

 ■(1)生活のリズムや生活習慣の形成に関すること 

 □(2)病気の状態の理解と生活管理に関すること 

 □(3)身体各部の状態の理解と養護に関すること 

 □(4)障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること 

 □(5)健康状態の維持・改善に関すること 

 

２ 心理的な安定 

 ■(1)情緒の安定に関すること 

 ■(2)状況の理解と変化への対応に関すること 

 □(3)障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に 

関すること 

 

３ 人間関係の形成 

■(1)他者とのかかわりの基礎に関すること 

 □(2)他者の意図や感情の理解に関すること 

 □(3)自己の理解と行動の調整に関すること 

 □(4)集団への参加の基礎に関すること 

 

４ 環境の把握 

 ■(1)保有する感覚の活用に関すること 

 □(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 

 □(3)感覚の補助及び代行手段の活用に関すること 

 □(4)感覚を総合的に活用した周囲の状況についての把握と状況に応じた行

動に関すること 

 □(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 

５ 身体の動き 

■(1)姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること 

 □(2)姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること 

 □(3)日常生活に必要な基本動作に関すること 

 □(4)身体の移動能力に関すること 

 □(5)作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること 

６ コミュニケーション 

■(1)コミュニケーションの基礎能力に関すること 

 ■(2)言語の受容と表出に関すること 

 □(3)言語の形成と活用に関すること 

 □(4)コミュニケーション手段の選択と活用に関すること 

□(5)状況に応じたコミュニケーションに関すること 

・『実態表』をベースに、必要な内容を付け足して記入。 

・子どもが現在できていること、支援があればできること、興味・関心

のあること、得意なこと等を把握する。 

・障害による学習や生活場面で見られる困難さを記入。 

 

・『個別の支援計画』を参考に、本人からの聞き取りが難しい場合は、

本人の実態から読み取り、保護者の思いを記入する。 

 

・『個別の指導計画１』より記入。 

 

・「これができたら、これが改善されたら、学習や生活がもっと楽になる、

質が向上する、主体的に取り組みやすくなるだろう」というイメージで、

課題を焦点化していく。 

・課題を解決する上で、「～すれば～できるだろう」といった、今できるこ

とや、興味関心のあることを生かす視点を大切にする。 

１年で達成可能な、具体的な目標を設定する。 

 

・６区分２７項目から選定。 

・まずは、目標達成のための中核となる項目を選び、それに関係する他の

項目も併せて選ぶ。 

・具体的な指導内容を考えるために、『学習指導要領解説 自立活動編』

を活用するとイメージしやすくなる。 

・指導目標を達成するためにどんな力が必要なのかを考え（指導内容）、

その根拠となる項目を関連付ける。 

・取り組みやすく、本人が主体的に「やってみよう」と思える。 

・指導者が替わっても共有できる。 

資料１ 
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【研究主題】児童生徒が自分の力を存分に発揮する授業づくり～自立活動シートを生かした各教科等の授業づくり～ 

 

 

 

 

 

 先日からいよいよ授業研究会がスタートしました。今年度の研究だよりでは、授業研究会で話題

になったこと、改善のポイントになること、検討の継続が必要なことなどを伝えていきます。 

［Ⅲグループ 国語］  国語の目標をどう考える？ 

  

 

 

 

同じ「読み聞かせ」でも、自立活動と国語では、当然ねらいは異なります。「自立活動」で読み

聞かせを取り扱う場合は、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に克服・改善することがね

らいになるので、例えば①のようになります。「国語」の場合は、国語で理解し表現する資質・能

力を育成することがねらいになるので、例えば②のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別の目標となると、さらに具体化されます。 

具体化されることで、評価しやすくなるだけでなく、 

目標に迫るために学習活動が精選されていきます。 

また、Ａさんの目標を達成させるための指導内容や手立て 

を考えると、自立活動と密接な関連が図られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究だより Ｎｏ．１ 

令和元年６月２５日発行 

昨年度までは「自立活動」だったけど、「国語」になって、

目標設定はどう変わるの？ 

①【自立活動】ならば 

・視覚障害があるので、保有する聴覚

を十分に活用できるようにする。 

（環境の把握） 

・身振りや発声などのコミュニケーシ

ョン手段を獲得する。 

（コミュニケーション） 

・「快」の感情を継続できるようにする。    

（情緒の安定） 

②【国語】ならば 

・挿絵に注目して読み聞かせを聞く。      

（読むこと） 

・好きな場面で、楽しい気持ちを発声

や表情で表現する。 

（聞くこと・話すこと） 

・次の場面を楽しみにして、注目した

り指を差したりする。（書くこと） 

【個別の目標】は具体的に 

Ａさんが「次の場面を楽しみにする」姿っ

て、どんな姿？ 

 

・場面が変わったとき？ 

・好きな場面になったとき？ 

・視線が動く？笑顔になる？ 

・手を伸ばす？指差しする？声を出す？ 

 

【Ａさんの本時の目標】 

繰り返し出てくる〇〇の場面でその都度、

視線や顔を挿絵の方に動かして注目する。 

Ａさんの国語の目標を達成するための手立ては 

 

・場面転換が分かりやすいよう、次の場面の前にはや

や長く間を取る。        《国語の配慮》 

・Ａさんの好きなキラキラした素材を挿絵に使うとと

もに、大きさや提示する距離は、ＯＲＴのアドバイ

スを生かす。        《自立活動の配慮》 

・注目を促すために、言葉と併せてウッドブロックで

リズムをとる。    《自立活動・国語の配慮》 

・繰り返しの場面が分かりやすいよう、その場面を教

師全員でリズミカルに群読する。 《国語の配慮》 

★スタートしたばかりの「国語」についてこれから

みなさんで一緒に考えていきましょう！ 

文責：藤原恵理子 

資料２ 

https://www.irasutoya.com/2014/04/blog-post_5062.html
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【研究主題】児童生徒が自分の力を存分に発揮する授業づくり～自立活動シートを生かした各教科等の授業づくり～ 

 

 

 

 

 

６月２５日に天王みどり学園で行われた研修会の内容を紹介します。 

茨城大学教育学部 新井英靖教授の講演「自立活動に配慮した各教科等の授業づくり」からです。 

各教科等の指導と自立活動の関係とは？ 

  

 

 

自立活動は、障害による学習上・生活上の困難を軽減したり克服したりする取組で、学習の基盤

（下支え）となります。つまり、学習上・生活上の困難を軽減・克服しなければ、学習や生活を通

して身に付けたいことを十分に学べる状態になることが難しい、ということになります。 

ですので、その子の困難さがどういった障害から生じているのか、障害の背景や特性を適切に見

取ることが、授業をつくる上でとても重要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・背景の読み取りが異なれば、指導内容や手立ても異なってきます・・・・・・ 

各教科等の指導と自立活動の関係では、 

■自立活動で具体的に何をするのかを導くためには、『障害の背景』の読み取りが大事！ 

■自立活動の具体的な指導内容を、授業の手立てにリンクさせることが大事！ 

研究だより Ｎｏ．３ 

令和元年７月１２日発行 

自立活動を各教科の授業に配慮することができているのかな？ 

【困難さ】 

・いつもと違う環境になると落ち

着かなくなる。 

（だから、授業中もウロウロキ

ョロキョロ・・・） 

【実態】 

・初めての活動に、拒否感や抵抗

感がある。 

・繰り返し取り組むことで、活動

の手順などを覚える。 

【背景・要因は何だろう？】 『不注意』なのか？ 『不安感』なのか？ 

『不注意』と考えるならば・・・ 

・注意が転動しやすいので、注意が学習活動

に向く言葉掛けを、頻繁にする。 

・絵カードで、指示を明確にする。 

・「指示は何だった？」と問い掛け、確認を

する。           ・・・など 

『不安感』と考えるならば・・・ 

・安心を生む言葉掛けを多くする。 

・見通しをもてるように、写真を使った（身近

な人を登場させて）工程表で流れを示す。 

・安心して活動できる方法を本人が決める 

（立って or 座って作業する）。 ・・・など 

【具体的な指導内容や、授業における手立ては？】 

★この研修の視点や、これまでの授業実践を振り返り、 

夏休みの機会に、学級の児童生徒の「自立活動シート」を再度見直してみましょう！ 

  

～例～ 

https://1.bp.blogspot.com/-9kw-I0FMGFU/Whu2Z96pVdI/AAAAAAABIhg/un4EHMS011MrFYRXXSmSbLIeyCQEgatYgCLcBGAs/s800/kids_ochitsuki_nai_boy.png
https://3.bp.blogspot.com/-42ddByrXRig/VZ-W1-dVteI/AAAAAAAAvTU/SOdvlTbjoz0/s800/woman_question.png
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【研究主題】児童生徒が自分の力を存分に発揮する授業づくり～自立活動シートを生かした各教科等の授業づくり～ 

 

 

 

 

 

第３回全校授業研究会を終えて ～準ずる教育課程：国語「ちいちゃんのかげおくり」～ 

１０月７日に第３回全校授業研究会を行いました。授業提示してくださった小学部３年３組の佐

藤先生、本当にありがとうございました。ここでは、本校教育専門監 二階堂悟先生の指導助言か

ら、教科と自立活動の関連について考えてみたいと思います。 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

多くの学習場面で自分の意見を発表することが苦手な A くん。そんな A くんの苦手さに対応す

るのが自立活動です。本授業の研究会の中でもさまざまな改善策が出されました。 

ここで参考にしたいのが、学習指導要領です。小学校・中学校・高等学校の各教科編解説を見る

と、『第◯章 指導計画作成上の配慮事項』の中に『障害のある児童（生徒）への配慮についての

事項』がどの教科においても記載され、学習の過程で考えられる【困難さの状態】に対する【配慮

の意図】＋【手立て】の例が示されています。 

例えば、小学校 国語科の解説を見てみると、このように具体的な配慮事項が記載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★各教科の指導要領解説に記載されている内容は、まさに「自立活動」の視点です。準ずる教育課

程の学習グループだけでなく、すべての学習グループにおいて参考にできる内容が書かれていま

すので、教科指導の際に、ぜひご一読ください！           【文責：藤原 恵理子】 

研究だより 
Ｎｏ．７ 

令和元年 10月 24日発

【国語の目標】◯◯◯◯◯について、理由とともに自分の考えを発表する。 

自分の意見を発表する

ことが苦手な Aくん 

意見はもっているが、 

まとめることが難しい？ 

考えはもっているが、言葉が

見つからない？ 

自信がない？ 

経験不足？ 

間違えるのが不安？ 

極度の緊張？ 

 この困難さの背景は何か？  

・声を出して発表することや人前で話すことへの不安を抱いている、自分が書いた 

ものを読むことに困難がある場合には、紙やホワイトボードに書いたものを提示さ 

せたり、ICT 機器を活用して発表させたりするなど、児童の表現を支援するための 

多様な手立てを工夫し、自分の考えを持つこと、表すことに対する自信を持つこと 

ができるような配慮をする。 

・自分の立場以外の視点で考えたり他者の感情を理解したりするのが困難な場合には、児童

の日常的な生活経験に関する例文を示し、行動や会話文に気持ちが込められていることに

気付かせたり、気持ちの移り変わりが分かる文章の中のキーワードを示したり、気持ちの

変化を図や矢印などで視覚的に分かるように示してから言葉で表現させたりするなどの配

慮をする。 

https://2.bp.blogspot.com/-PPJ11CQ_PWM/Wn1VxOyMjvI/AAAAAAABKFA/HzJIje8elW8vhC4iqY1Ad4Hnv7L-RK7UACLcBGAs/s800/computer_man4_laugh.png
https://1.bp.blogspot.com/-B_tWiFr1MFA/XTPn_a5E0UI/AAAAAAABTvA/N5551DhLyXYlLSNoSoiPeo-F-Ph6i0EwACLcBGAs/s800/computer_cursor_arrow_black.png


 

 

Ⅱ 各研究グループの実践 

 

 

 

 

 

 
 

・Ⅰグループ（準ずる各教科等を学習するグループ） 

 

・Ⅱグループ（知的代替の各教科等を学習するグループ） 

 

・Ⅲグループ（主として自立活動を学習するグループ） 

 

・Ⅳグループ（訪問指導の学習グループ） 
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Ⅰグループ研究について 

（小中学校・高等学校学習指導要領に準ずる学習グループ） 

 

１ 研究テーマ 

 

 

２ 研究テーマについて 

本グループにおける「学んだことを生かして，自ら思考・判断・表現する姿」とは，各教科等にお

ける既習の知識・技能を用いて，未知の状況にも対応する姿である。具体的には，毎時間の授業で提

示される課題を理解して自身の考えをもち，学習活動を通して結論を導き出し，分かったことを説明

したり応用したりする姿と考える。 

  本グループの授業の多くは，児童生徒１～３名で行われており，話合いや学び合いの場面づくりが

難しい。また，指導者が１名で教科指導を行っていることが多く，担当教員も少ないことから，教科

指導や効果的な指導方法については模索している状況である。 

  児童生徒が自ら思考・判断・表現する姿を育む授業づくりのためには，指導上の課題を明らかにし，

より良い指導方法を見出すことが必要である。また，教科指導を進める上で，自立活動の指導は必要

不可欠である。「自立活動シート」を効果的に用い，個々の課題と教科の内容を関連付けて指導を展

開する必要があると考える。 

 

３ 研究仮説 

学んだことを生かして自ら思考・判断・表現する姿を目指し，一人一人の教師が行っている授業づ

くりの工夫を整理し，共有する。また，自立活動シートを活用し，教科指導の中で自立活動の指導内

容を設定し，積み重ねる。その結果，思考力，判断力，表現力を高めるための授業づくりが具体化さ

れるとともに，児童生徒の主体的な授業参加や知識及び技能の習得につながる力が育まれるであろう。 

 

４ 研究の方法と内容 

（１）授業づくりの悩みや工夫の整理 

 １）教師一人一人の授業づくりを紹介する「私の授業紹介」の実施 

   ・授業づくりの悩みや工夫点の共有    

 ２）授業づくりの工夫の整理 

   ・工夫による成果や，より効果的な方法について検討（ビデオ検証） 

 

 

 

 

（２）自立活動シートを活用した教科指導における自立活動の指導 

 １）自立活動の目標に沿った指導内容の設定 

  ・担任による自立活動シートの作成及び担任以外の職員を交えた事例検討会 

・自立活動シートの内容を組み込んだ教科の授業づくり 

２）教科指導における自立活動の指導の評価及び改善 

  ・授業記録や児童生徒の変容を基にした評価及び改善 

 

 

 

 

【評価の観点】 

・授業づくりの悩みを出し合い，解決するために工夫できることを共有できたか。 

・授業づくりの工夫について，成果やより効果的な方法を整理できたか。 

【評価の観点】 

・自立活動シートを用いて設定した自立活動の指導内容を，日々の教科指導の中で積み重ねられ

たか。 

・自立活動の指導内容や児童生徒の変容を評価し，必要に応じた修正や指導者間の情報共有がで

きたか。 

学んだことを生かして，自ら思考・判断・表現する姿を目指した授業づくり 
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（３）授業研究会による指導方法の評価及び検討 

  ・思考力，判断力，表現力を高める授業づくりの工夫の評価及び検討 

  ・自立活動の指導方法の評価及び検討 

 

 

 

 

５ 研究計画 

月日 研究・研修 主 な 内 容 

5/14 グループ研究会１ 研究計画について 

6/4 グループ研究会２ 「私の授業紹介」を基にした悩みと工夫点の共有 

7/12 グループ研究会３ ミニ授業研究会① 

小学部６年３組「算数科」，中学部１年３組「社会科」 

8/27 グループ研究会４ ミニ授業研究会② 

小学部２年３組「国語科」，高等部２年３組「数学Ⅱ」 

8/28 Ⅰグループ授業研究会 授業提示：高等部２年３組「現代社会」 

9/30 事前授業研究会 授業提示：小学部３年３組「国語科」 

10/7     全校授業研究会 授業提示：小学部３年３組「国語科」 

10/25 事前授業研究会 授業提示：中学部１年３組「社会科」 

11/13 グループ研究会５ 研究のまとめに向けて 

11/26 公開研究会 授業提示：中学部１年３組「社会科」 

12/18 グループ研究会６ 研究の評価 

1/21 グループ研究会７ 研究のまとめ 

2/7 グループ研究会８ 研究のまとめ 

 

６ 研究実践 

（１） 授業づくりの悩みや工夫の整理 

 １）「私の授業紹介」をもとにした授業づくりの悩みや工夫の共有 

グループの職員全員で，各自の授業づくりのスタンダードを載せた「私の授業紹介」を作成した。

その中にあった授業づくりの悩みや工夫をグループごとにまとめて一覧にした＜資料１＞。これを

まとめた結果，授業づくりの悩みで特に多かったのは以下の３点であった。 

 

Ａ 少人数・・・・・・・・思考の深まりや広がり，他者の心情の理解の難しさ，誘導的な授業，  

一対一であることの心理面への配慮 

Ｂ 経験や知識の不足・・・関心の狭さ，具体的イメージのもちづらさ 

Ｃ 時間不足・・・・・・・書字，ファイリング等に掛かる時間と進度の調整 

 

 ２）授業づくりの工夫の整理 

前述のＡ～Ｃに対し，工夫がなされている授業について取り上げ，グループ内でビデオ検証（ミ

ニ授業研究会）を行った。悩みに対して授業者が工夫している部分を５～10分に編集したものを見

合い，30分程度ワークショップ形式での協議を行って成果の整理とより効果的な方法の検討を行っ

た。 

授業づくりの工夫をまとめたものが＜表１＞である。 

【評価の観点】 

・授業研究会等を通して成果や課題を明らかにし，具体的な改善方法が見えてきたか。 
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＜表１ 授業づくりの工夫＞ ① 

Ａ 

少
人
数
の
授
業
で
思
考
を
深
め
た
り
広
げ
た
り
す
る
た
め
に

 

☆クラスメイトを増やす『６人のクラスメイト』 

小学部 6年（1名） 

 

児童と教師が一緒に

考えたキャラクターを

教師が演じ，質問や意

見，手掛かりとなる発

言をしたり，競って問

題を解いたりする。 

＜成果＞ 

・様々な考えに触れられた。 

・仲間の存在が意欲付けになった。 

・キャラクターの発言は押しつけにならず，

主体的な思考につながった。 

＜ポイント＞ 

・指導例等を参考にして多様な考えを事前

に用意することで，教師の主義主張に偏

らないキャラクターの発言ができる。 

☆同学年の仲間の意見を知る『友達カード』 

小学部２年（１名） 

 

他校の同学年の児童の言葉を引用し，吹き出しの

形の紙に書いて紹介する。視覚的に分かりやすいよ

うに，本児の言葉と色分けをして掲示する。 

 

＜成果＞ 

・教師からの「答え」としてではなく，「参

考にする他者の考え」として受け止め，

考えを深められた。 

＜ポイント＞ 

・友達の意見を通して語彙を広げられるよ

うな仕掛けをする。 

☆相手を意識して発言する『ラジオ番組』 

中学部１年（１名） 

 

ラジオ番組の質問コーナーを模倣して取り入れ，

番組の曲を流しながら質問ハガキを読み，質問に答

える場面を設定した。楽しい要素を入れ，答えよう

とする意欲をもてる雰囲気づくりをする。 

＜成果＞ 

・質問相手が納得することを意識して答え

を考えるようになった。 

・その授業のポイントを質問にすることで，

知識や考えを深められた。 

＜ポイント＞ 

・生徒の発言を板書等に表し，不足を補う

と，知識や考えがより深まる。 

Ｂ 

経

験

や

知

識

の

不

足

を

補

う

た

め

に

 

☆言葉の意味を理解し，情景をイメージする『写真，具体物，動き』 

小学部２年（１名） 

 

場面１「顔を見るころにはしっぽをわすれているほ

ど長いうなぎ」 

   スイミーの紙人形を児童が持ち，ウナギの絵

の尻尾から顔までをなぞる。 

場面２「見えない糸でひっぱられている魚たち」 

   複数の魚の絵を糸でつなぎ，糸を引っ張った

ときの動きを提示する。 

＜成果＞ 

・具体物の操作によって，スイミーの立場

を想像できた。 

・動きを加えることが情景のイメージにつ

ながった。 

＜ポイント＞ 

・イメージ化できた言葉を使う機会を設け

る。 

・「気持ち」を言葉で表現できるように，児

童の経験や語彙に合わせた発問をする。 

☆討論しやすいテーマ設定にする『インターネットサイト「食べログ」』 

高等部２年（２名） 

 

「食べログ」の書き込みを提示し，書き込んだ側

と店側の立場に分かれて討論する。討論を通して，

表現の自由と名誉権の兼ね合いについて考える。 

＜成果＞ 

・身近に感じているサイトの興味を引く問

題を取り上げたことで，テーマに沿った

意見が出やすかった。 

・教科書で学んだことを実生活に当てはめ

て考えることで，理解が深まった。 

６人のキャラクターの顔がつい
た箱を持って演じる。 

糸を引っ張ると，魚たち
が同じ動きをする 
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＜ポイント＞ 

・討論の後，裁判の判例を示し，実際はど

のように対処されているのかや，自分の

意見を確かめられるようにする。 

Ｃ 

時

間

不

足

へ

の

対

応

と

し

て 

☆筆記時間を決める『タイマーの使用』 

小学部２年（１名） 

 

筆記量に対する必要な時間を児童と相談して決

め，タイマーを使用する。 

児童が操作しやすい位置を筆記用具の定位置にす

る。 

＜成果＞ 

・繰り返しにより，時間の感覚をもつこと

につながった。 

・集中力が高まった。 

＜ポイント＞ 

・無理のない筆記量を調整する。 

・ワークシートの工夫や板書の撮影等で，

学習の記録を残す。 

☆ワークシートの内容をモニターで共有する『モニターとポインタの使用』 

高等部２年（２名） 

 

生徒が記入したワークシートを撮影し，モニター

に映す。ポインタを使用して考えを友達に説明する

場を設ける。 

＜成果＞ 

・その場で撮影してすぐに見合えたことが

よかった。 

・視覚的に把握でき，互いの考えが伝わり

やすかった。 

＜ポイント＞ 

・相手に伝わる言葉で説明できるよう意識

づける。 

 

表１のとおり，「私の授業紹介」とミニ授業研究会から得られた内容や意見交換は，共通する悩

みやそれに対する具体的な工夫を知る研修の機会となり，各自の授業に生かされた。一方，意見交

換や協議をより深めるためには，教科指導の観点と自立活動の観点を整理した上で検討することが

必要であった。 

 

（２）自立活動シートを活用した教科指導における自立活動の指導 

自立活動シートは，昨年度の担任が作成したものを引継ぎ資料とし，今年度の担任及び教科担当

等，児童生徒に関わる機会の多い職員で再検討して作成した。自立活動の目標を達成するためには，

時間の指導のみならず，教科指導の中で積み重ねることが必要な指導内容も多いことが分かった。

そのため，児童生徒が主体的に各自の課題を意識し，必要な活動に取り組めるよう教科指導の中で

も可能な限り工夫し，授業づくりを行った。 

   実践を紹介したものが＜表２＞である。 

 

＜表２ 自立活動シートを活用した教科指導＞ 

実践例１ 小学部６年 診断名：左片まひ 

自立活動の年間目標：カッター，はさみ，包丁を右手で安全に使えるように，道具の使い方を工夫す

る。 

指 導 内 容 ：カッター，はさみ，包丁を右手で安全に使えるようになる。 

教 科 学 習 で の 姿：自立活動の授業で練習したカッターの使い方を生かし，植物の葉や茎の切片を 

自分で切り出した。自分の力でできたという達成感が得られ，主体的な参加に 

つながった。 
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自立活動シートの活用により，自立活動の指導内容や指導場面が明らかになり，自立活動の視点   

  を取り入れて教科指導を行う意識が高まった。しかし，自立活動シートの様式そのものからは具体

的な指導内容や手立てが分かりにくかった。また，教科担任制の中学部や高等部では教科担任間で

の情報共有が難しかった。 

 

（３）授業研究会による指導方法の評価及び検討 

授業研究会では，ミニ授業研究会の成果や自立活動の指導内容を取り入れた教科の授業について，

ワークショップによる指導の評価をした。以下は，全校授業研究会と公開研究協議会の提示授業に

ついて，以下にまとめた＜表３＞＜表４＞。 

 

＜表３ 全校授業研究会＞ 

小学部３年（２名） 国語科「ちいちゃんのかげおくり」 

本時の目標：第５場面の役割について，他の場面との関わりに注意しながら考え，理由とともに自

分の考えを発表する。 

【授業づくりの工夫】 

ＡＢ 読み方の違いを通して場面の理解を深められるように，授業の初めと終わりに第５場面の音

読を録画する。 

Ｂ  ２つの場面に共通する言葉に線を引き，時代背景や言葉の感じ方の違いを考えられるような

ワークシートを用意する。 

【自立活動シートの活用】 

自立活動の年間目標：苦手なことやできないことを言葉で伝え，教師と一緒に挑戦する。 

指 導 内 容 ：選択肢などの手掛かりをもとに活動に向かう。 

指 導 方 法 ：意見をまとめられるように，話型のモデルを示したり，個別にやり取りした 

りする場を設ける。 

場面の比較ができるように，第４，第５場面を並べてワークシートに載せる。 

＜授業研究会で出された主な意見＞ 〇：成果 ●：課題 ★：改善方法 

〇授業の初めと終わりの自身の変化に気付くうえで，音読を録画することは有効だった。 

〇２つの場面を見比べ，共通する言葉を多く見つけられるワークシートだった。 

〇教師の誘い掛けに応じ，記入したことを発言できた。 

●気持ちを伝えることが難しい児童にとっては，目標設定がやや高かった。 

★共通する言葉以外にも重要な意味をもつ言葉が書かれていることから，意味をもつ他の言葉も見

付け，内容を確認すると理解が深まる。 

実践例２ 小学部２年 診断名：先天性水頭症 

自立活動の年間目標：コミュニケーションに必要な基礎的能力を身に付ける。 

指 導 内 容 ：自分の思いや考えを言葉で伝える。  

教 科 学 習 で の 姿 ：めあてに対する自己評価とその理由を話す，振り返りの時間を大切にした。積 

          み重ねるうちに，理由を自ら考えて話すようになった。 

実践例３ 高等部２年 診断名：脳性まひ 

自立活動の年間目標：見通しをもって活動に参加し，役割を果たす。必要に応じて支援を求める。 

指 導 内 容 ：友達との意見交換を行う。自分の考えを整理し，伝達する。 

教 科 学 習 で の 姿 ：友達と対立する立場という設定で討論をした。相手が納得できるよう意見を整 

理して述べたり，相手の発言の意図をくみ取ったりした。 
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＜表４ 公開研究協議会＞ 

中学部１年（生徒２名） 社会科「ヨーロッパ州」 

本時の目標：ヨーロッパ統合のメリットとデメリットから，イギリスのＥＵ離脱問題について考察 

し，意見をまとめる。 

【授業づくりの工夫】 

ＡＢ メリットとデメリットをもとに，教師対生徒でＥＵ離脱賛成派と反対派に分かれて討論する。 

Ｂ  理解や関心を深められるように，パスポートや共通通貨ユーロなど，実物を提示したり，事例

を紹介したりする。 

【自立活動シートの活用】 

自立活動の年間目標：状況に応じた受け答えや発言をする。  

指 導 内 容 ：他者の意見をよく聞き，焦点を絞った発言をする。 

指 導 方 法 ：メリットとデメリットを整理しやすいよう  

に，意見を一つずつカードに記入する。 

相手の意見を聞こうとする意識をもてるよ  

うに，意見を交互に述べることを活動のル  

ールにする。 

討論を深め，必要に応じて別の視点に目を 

向けられるように，カードを出す順を教師 

が誘導する。  

＜授業研究会で出された主な意見＞ 〇：成果 ●：課題 ★：改善方法 

〇メリット・デメリットカードを作成する活動により，考えを整理しながら様々な意見を出していた。 

〇イギリスの紙幣等の実物は，生徒の興味関心を引き付けた。 

〇討論の際，カードを出す順を意図的に構成したことで討論が円滑に進み，自信をもって発言したり，

互いの意見を認めたりすることにつながった。 

●１単位時間の授業でカード作成と討論を行ったため，授業のまとめの時間の確保が難しかった。 

★授業のねらいに応じて時間配分を工夫し，生徒の言葉で授業のまとめをする時間を確保する。 

★討論を自立活動の時間に行うなど，教科と自立活動を有機的に関連付ける。 

＜指導助言＞ 秋田県教育庁中央教育事務所 指導主事 津島 穣 氏 

・社会の授業では「１．事実」「２．臨場感のある資料」「３．価値ある問いを作る」ということが大

切である。本授業は本物の資料による説得力があり，「たくさんメリットがあるのに，なぜイギリ

スはＥＵを離脱するのだろう？」という問いを導いていた。 

・わくわくする，笑いがある，分かる，３つの「わ」が感じられ，引き込まれる授業だった。 

・「あなたは～についてどう思うの？」と聞くことが大切である。「どうして？」と思うと，生徒は自

然に「きっと～ではないか」と次のステップに進む。そこから課題解決が始まる。 

・自分の意見をまとめるという本時の目標を達成するための方法として，「視点を絞らずに自由にデ

メリットを考えること」「意見を板書に残すこと」「資料等から予想の根拠を挙げること」「教師が

準備した資料や引き出しの使い方（提示の仕方や順番）を吟味する」ことが考えられる。 

・社会では，「時間・空間・相互関係」が重視される。地図帳は歴史や他教科でも活用してほしい。 

・「対話的な学び」については，自分内対話も大切と考える。「なぜ自分はこう考えたのだろうと考 

えることが学びの自覚につながる。 

 

７ 成果と課題（〇：成果，●：課題） 

（１）授業づくりの悩みや工夫の整理 

 〇授業を見合う機会が少ない中，「私の授業紹介」を通して悩みや工夫の共有がなされた。 

〇「私の授業紹介」から様々な手法を知ることができた。小中学校の指導経験をもつグループ内職

員との意見交換により，小中学校，高等学校に準ずる教育における指導の研修にもつながった。 

  ●日常的に授業を見合う機会や，授業についてじっくりと話し合う場があるとよい。 

 

 

カードを見合い，討論で述べることを
相談する 
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（２）自立活動シートを活用した教科指導における自立活動の指導 

〇自立活動の目標に対し，自立活動の授業と教科の授業で行う指導内容が整理された。 

〇教科の授業時に自立活動の視点を入れて指導する意識が高まった。 

〇年間指導計画作成における個別の配慮の設定に役立てられた。 

●中学部と高等部では，担任と教科担当者間の目標や指導内容の共有が不十分であった。 

●指導内容や手立てについて，年度途中で評価する機会が必要であった。 

 

 

（３）授業研究会による指導方法の評価及び検討 

〇全校授業研究会では，自立活動と各教科の観点で協議を行ったことで，教科指導の下支えとして

の自立活動の指導について，様々な改善案が出された。 

●教科としての学びと自立活動の目標への指導のバランスをとるために，重点の置き方に工夫が必

要だった。 

 

Ⅰグループの研究では，これまで個々の教師が試行錯誤した指導方法の工夫を共有し，自ら思

考・判断・表現する姿を目指した授業づくりを進めた。自立活動シートに表された児童生徒一人一

人の自立活動における指導内容は，教科指導をする上で我々が悩んできたことと関連していた。悩

みや工夫の共有は，自立活動の目標に迫る授業づくりにつながった。自分の意見を整理して伝えた

り，身近な道具を扱う力が身に付いたりするなど，児童生徒の姿にも積み重ねによる変容が見られ

た。 

   課題としては，自立活動の指導内容に対する具体的手立てを共有することが挙げられた。今年度

行った具体的手立てや配慮，児童生徒の変容等は，引継ぎ資料＜表５＞として残し，次年度は年度

途中に目標や手立てを評価，検討しながら今後も自ら思考・判断・表現する姿を目指していきたい。 

 

＜表５ 引継ぎ資料＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～自立活動シートより～ 
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・振り返りに使える板書、ノート 

・発表場面の設定 

・自作問題作成 

・予想→まとめ の流れ 

・相手を意識して説明する活動 

・説明を求める（発言の意図をあえてくみ取らない） 

・家庭学習 

・既習事項の振り返り（さかのぼる） 

・情報機器を活用した思考の整理 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

工夫 悩み 

意見や感想の表現

がワンパターン 

 

考えの深まりや

広がりが難しい 

 

いろいろな考えに触

れる機会が作れない 

 

態度や話し方の

モデルがいない 

 

他者の心情の理解 

関心が狭く、年齢

相応の知識不足 

一般的な知識

の不足 

物事の具体的イメ

ージがもてない 

考えを整理して説

明する難しさ 

学んだことの定着 

進度調整 

書字に掛かる

時間 

机上の整理や

ファイリング 

同じ人ばかり

発言 

発言の少なさ 

話合いでの互

いの関係性 

体調や気持ち

の不安定さ 

１対１の授業

の負担感 

方向の修正が

誘導的になる 

・いろいろなキャラクターを作る 

・教師が友達の立場になる 

・他の学級や他校の児童との合同学習

の場で意見交換等をする 

・発言を板書する 

・何が（なぜ）分からないか説明する場面 

・「自分だったら・・・」を考える場面 

・発問の工夫 

・伝え方のパターン、モデルの提示 

・ヒントを出す（自分で考えられるよう段階的に） 

・言い換え（○○と言いたいのかな） 

・知識を使える場面を生かす（ALT） 

・本物を見せる      ・自分の身に降りかかること 

・具体物の操作      など、身近に感じられる話 

・分かりやすい言葉   ・ 

・歌にして楽しく覚える 

 

・進行のしかたを示す 

・苦しくならないペース、雰囲気作り 

・タイマーによる時間の意識づけ 

・空欄を埋めるワークシート 

・テーマを事前に示し、事前に考えて

おくことにする 

少人数ならでは 授業を進める上で 

気持ちへの配慮 

確かな学力 

スキル 

経験や知識 

資料１ 授業の悩みと工夫 
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中学部 第１学年３組 社会科 学習指導案 

 

日 時 11月26日（火）3校時 

場 所 中学部 1―3 教室 

指導者 Ｔ１江川悠介 

１ 単元名    ヨーロッパ州  

 

２ 単元の目標  

（１）ヨーロッパ州の特色に関する関心を高め、それを意欲的に追求し、捉えることができる。関・意 

（２）世界に対する影響を考察し、その過程や結果を適切に表現する。思・判・表 

（３）地域的特色に関わる資料を収集し、有用な情報を適切に選択してまとめる。知・技 

 

３ 生徒と単元 

（１）生徒について   

  本学級の生徒は男子２名である。１名は４月から本校に入学し、１名は短期入院のため８月末～１

１月末までの在籍予定である。歴史分野では積極的な発言場面が見られるが、２名とも地理分野にお

いて苦手意識がある。４月から机上に資料を活用することを継続することで、活用することにより、

発問に対するヒントを探したり、グラフを読み取ったりすることが習慣付いてきている。夏休み明け

から他学年の生徒を交え、社会的事象について意見交換や対話をする活動の機会を設けることで、自

分の意見を発信する姿が少しずつ見られるようになってきた。また、既習事項を思い出して、授業の

中で関連性を予想した発言に繋がる場面も見られるようになってきた。 

 

（２）単元について 

  本単元は学習指導要領内容［地理的分野］（２）「世界の諸地域」②ヨーロッパを指導内容として構成

している。ここでは、世界の各州を対象として、それぞれの州内に暮らす人々の生活に関わり、かつ我が

国の国土の認識を深める上で効果的な観点から、州内の特色を基に主題を設定して、その追究を通してそ

れぞれの州の地域的特色を理解させることが主なねらいとなっている。「ヨーロッパ州」の地域的特色を

捉えさせるに当たっては「様々な問題を乗り越えて成立しているＥＵ」を主題として単元の構成を行う。

ＥＵで人、物、金の移動が自由になっている背景から、その利点や課題を考察し、さらに時事ニュース（イ

ギリスのＥＵ離脱）と関連させながら追究する活動を通して、考えを深め社会的事象と主体的に関わろう

とする態度を育てたい。 

   

（３）指導について 

   単元全体を通して 

・ＥＵの離脱問題について、より関心がもてるように、１０月３１日以降の時事ニュースを取り上

げ、本時を設定する。 

・指導に当たっては、生徒がヨーロッパ州各国の位置関係を確認しながら活動を進められるように、

大判地図をすぐに見られるように掲示しておく。 

・スイッチ教材や効果音を活用したり、机の配置を変えたりして、生徒同士が話し合ったり、発表

したりしやすい雰囲気作りをする。 

・時事ニュース「イギリスのＥＵ離脱問題」を主題として捉えさせる過程において、考えるきっか

けとなるように、新聞記事やニュース映像を準備する。 

・パスポートや共通通貨ユーロなど実物を提示しながら、関心が高まるように、合わせて事例を紹

介する。 

 

   自立活動の指導について 

・個々の生徒の実態に即して自立活動シートを作成し、本時の目標を達成するために、指導内容を

適切に関連付けている。 
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４ 指導計画（総時数６時間） 

ねらい・学習活動 時間 主な評価規準 

１ ヨーロッパ州をながめて 
 自然・文化・産業の特色について
諸資料を用いて概観する 

１ 小国が多いことや地域による農業が異なることなどを概
観し、理解している。 

２ ヨーロッパ文化の共通性 
 多様な民族や宗教と共通の文化特
色を諸資料から読み取る 

１ 宗教をはじめとするヨーロッパの共通する文化について
関心をもって読み取っている。 

３ 進むヨーロッパ統合 
 統合の歴史をもとに、結びつきを
強めるロシアの産業を合わせてま
とめる 

１ 
 

ロシア連邦とＥＵ諸国の結びつきを、写真や主題図など
から読み取ってまとめている。 
 

４ ヨーロッパの課題 
 ＥＵの課題と今後について時事と
合わせて考察する 

１ 
本時 

ＥＵについて時事を踏まえ、説明している。 
ヨーロッパの統合を交通、物流、通貨など、資料を読み
取りながら関連づけて考えている。 

５ ヨーロッパ州の学習のまとめ 
 経済や政治的背景を踏まえながら
主要な国ごとに特色をまとめる 

１  ヨーロッパ州の統合が進んだ背景や現状について、友達
と意見を交換しながら捉えている。 

６ 環境に配慮されたヨーロッパ 
 国境を越えた協力と観光業につい
て話し合う 

１ ヨーロッパの環境に配慮した産業やエネルギー利用を調
べ、日本や自分の住む地域と比較し、参考にしている。 

 

５ 本時の計画（総時数時６時中の４時） 

（１）本時の目標 

  ・ヨーロッパ統合のメリットとデメリットから、イギリスのＥＵ離脱問題について考察し、意見を

まとめる。 

 

（２）本時で目指す「思考・判断・表現する姿」 

生徒名 目指す「思考・判断・表現する姿」 手 立 て 

ＭＳゴシック：自立活動シートより 

Ａ ヨーロッパの統合やイギリスのＥ

Ｕ離脱について、既習内容を生かし

ながら、相手の意見を聞き、それに

対する意見を述べる。 

発表する際は、生徒同士を同じグループとし、１つ

のカードについて意見を述べるルールとすること

で、友達の話を聞く必然性を設定する。 

Ｂ イギリスのＥＵ離脱について考えた

ことを、自分から述べようとする 

自分から意見を述べるように、教師が生徒の意見に

反対することで、自ら反論したい気持ちを促す。 

 

 

 本時の評価規準 

ＥＵの統合について時事ニュース（イギリスのＥＵ離脱問題）を踏まえ、説明している。 
ヨーロッパの統合を交通、物流、通貨など、資料を読み取りながら関連づけて考えている。 
 

 Ａ（十分に評価できる） Ｂ（概ね満足できる） Ｃ（努力を要する） 

中学校における 

評価基準 

ＥＵ統合のメリットについて

人、物、金の視点から説明して

いる。 

ＥＵ統合について、人、物、

金を関連づけて考えている。 

ＥＵ統合について、資

料から読み取ってい

る。 

本学級における 

評価基準 

ＥＵ離脱について自分の意見

をもち、相手に分かりやすいよ

うに理由を伝えている。 

ＥＵ離脱について自分の意

見を発表している。 

ＥＵについて概要を理

解し、時事ニュースが

分かる。 
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（３）学習過程 

時間 

（分） 

学 習 活 動 指導上の留意点 

ＭＳゴシック：自立活動シートより 

準備物 

10:55 

(5) 

 

 

 

 

 

11:00 

 

 

 

 

(6) 

 

 

(6) 

 

 

(6) 

 

 

 

11:18 

(22) 

 

 

 

11:40 

(5) 

 

１ 前時までの学習を振り返

り、本時のめあてを確認する

。 

 

 

 

 

２ ＥＵ離脱に関するイギリ

スの動きやＥＵの課題につ

いて、資料を見ながら予想す

る。（カードを作る） 

 

【視点１】人 

・自由な移動のデメリットや課

題について 

【視点２】物（輸出入） 

・税金のデメリットについて 

（新たにできる国境） 

【視点３】金 

・統一通貨のデメリットについ

て 

 

３ ＥＵ離脱についての意見

を出し合う 

 

 

 

４ めあてについて、自分の結

論を簡単に記述してまとめ

る 

・本時のめあてに繋げることができるように、ＥＵ

の利点を挙げる場面を設ける。 

・１１月２６日時点のイギリスのＥＵ離脱状況を、

説明し、生徒がめあてを意識できるようにする。 

 

 

 

・まとめやすいように、視点ごとにメリット・デメ

リットを書き込むことができるカードを準備す

る。 

 

（国民投票・首相交代・議会解散） 

・発表の際に「です」「ます」を意識できるよう、

話形を教室に掲示する。 

・人の移動の必然性が分かるように、難民や経済格

差の事例を出す。 

・ＥＵが直面している問題を意識できるよう、ニュ

ース記事の切り抜きを配付する。 

 

・デメリットを考えることができるように、実物を

用意して特徴を伝える。 

 

・スムーズに意見が出るように、キーワードのカー

ドを用意したり、教師が仲介したりする。 

・相手の意見を聞いた上で、自分の意見を発表でき

るように、生徒同士を「離脱賛成派」とし、教師

を「離脱反対派」とする。 

・話し合いをもとに、要点を書くよう伝える。 

・１月に迫った新たなＥＵ離脱期限を伝え、イギリ

スが出した決断について注目するように伝える。 

メリット

カード 

ノート 

前時のプ

リント 

 

 

 

カード 

 

 

 

 

 

 

 

新聞 

 

 

外貨 

 

 

メリット

・デメリ

ットカー

ド 

 

・ワーク

シート 

 

（４）配置図  

            

           黒  板 

 

          教卓 

 

           Ａ  Ｂ 

 

 

 

（５）評価の観点  

  ＜生徒＞＊評価基準を基に評価する。 

＜教師＞少人数の生徒同士で意見を出し合うための手立てであったか。 

 

【めあて】なぜイギリスはＥＵを離脱するのか 

～メリット・デメリットから自分の意見を伝えよう～ 
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Ⅱグループ研究について 

（知的代替の各教科等を学習する学習グループ） 

１ 研究テーマ 

 

 

 

２ 研究テーマについて 

  全校の研究テーマにある「自分の力を存分に発揮する姿」を，本学習グループでは「互いを認めな

がら，目標に向かってやり遂げようとする姿」（以下，目指す姿とする）と捉えている。これは，研

究１年次に，本学習グループを指導する教師で検討し，決めたものである。本学習グループの児童生

徒は，活動内容，目的が分かると黙々と役割をやり遂げられるが，人との関わりについては課題があ

るという意見が多くあったことから，この姿を目指すこととした。 

本研究では，目指す姿に迫るために，自立活動の視点を学習内容や手立てに考慮した授業づくりを

する。さらに，目指す姿に迫ったか，効果的な手立ては何だったのかを評価しながら授業実践を重ね

ていくことで，教師の授業づくりの視点が精選されていくと考えた。このような授業づくりを通して，

互いを認めながら，目標に向かってやり遂げられる児童生徒を育てられると考え，本テーマを設定し

た。 

 

３ 研究仮説 

  生活単元学習や遊びの指導において，中心単元検討会を行い，自立活動シートを活用した授業づく

りをすることによって，互いを認めながら目標に向かってやり遂げられる児童生徒に育つであろう。 

   

４ 研究内容と方法  

（１）各学級における「互いを認めながら，目標に向かってやり遂げようとする姿」の共有 

 １）学級担任で，各学級の児童生徒が互いを認めながら，目標に向かってやり遂げようとする姿とは

具体的にはどのような姿なのか，「互いを認めながら，目標に向かってやり遂げようとする姿シー

ト」に書き出す。 

 ２）各学級の「互いを認めながら，目標に向かってやり遂げようとする姿シート」を見合う 

 

 

 

 

（２）授業計画，授業実践，授業評価 

 １）中心単元検討会の実施 

・各学級児童生徒の目指す姿に沿って，ねらいや活動が設定されているか，各教科等と関連し合っ

ているかを多面的な視点から検討する。 

２）自立活動シートを活用した，今年度指導する内容や手立ての検討 

・昨年度作成した自立活動シートに，今年度はどの指導場面で何を指導していくかを検討し，シー

トに記載する。 

・自立活動シートに基づいた指導内容，手立てを指導案に記載する。 

 ３）授業実践  

・各学部から１授業を提示し，グループ内の教師で参観する。 

 ４）授業評価 

  ・授業において，「互いを認めながら，目標に向かってやり遂げようとする姿」が育ったかどうか，

自立活動シートを活用して効果的だった手立ては何か，各教科との関連は図れていたのかを研究

会で明らかにし，共有する。 

互いを認めながら，目標に向かってやり遂げようとする姿を目指した授業づくり 

【評価の観点】 

・各学級における「互いを認めながら，目標に向かってやり遂げようとする姿」を書き出して

共有できたか。 
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（３）研究の評価 

 １）各学級で，児童生徒の変容を話し合う。 

２）職員アンケートを実施する。 

 

 

 

 

 

 

５ 研究計画   

月日 研究・研修 主 な 内 容 

5/14 グループ研究会① グループ研究の方針を共通理解する。 

５ 月

末まで 

中心単元検討会＊ 各教科と合わせた指導が有機的に関連しあっているか

多面的な視点から検討，改善する。 

6/5 グループ研究② 中学部授業研究会のもち方についての連絡 

6/18 グループ授業研・略案 

中学部１年１組授業提示 

放課後：研究会 

授業を参観し，評価の仕方を共通理解する。 

研究の方法を共有する。 

7/12 グループ研究③ 各学級で，自立活動シートを活用した授業の手立てを検

討する。 

8/28 グループ研④ 全校授業研究会 指導案検討 

9/3③ 

 

全校授業研究会事前研究会 

高等部１年１組授業提示 

放課後：研究会 

授業を参観し，評価をする。 

指導案検討をする。 

9/13③ 全校授業研究会 

高等部１年１組授業提示 

放課後：研究会 

授業を参観し，評価をする。 

 

10/21 グループ研⑤ 小グループで単元における児童生徒の変容を話し合う。 

研究アンケートをする。 

11/6③ 公開研究会事前研究会 

小学部６年１組授業提示 

放課後：研究会 

授業を参観し，評価をする。 

11/13 グループ研究⑥ 指導案検討をする。 ＊予備日 

11/26 公開研究会 

小学部６年１組授業提示 

授業参観し，評価をする。 

12/18 グループ研究⑦ 小グループで単元における児童生徒の変容を話し合う。 

研究アンケートをする。 

1/21 グループ研究⑧ 研究紀要の校閲 

2/7 グループ研究⑨ 予備日 

 

 

 

 

 

【評価の観点】 

・児童生徒が目指す姿になったか。 

・自立活動シートを活用した生活単元学習の授業づくりの方法が分かったか。また，自身の授

業に生かせたか。 

【評価の観点】 

・児童生徒が「互いを認めながら，目標に向かってやり遂げようとする姿」に育ったか。 

・自立活動シートを活用した授業を行ったか。 
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 ６ 研究実践  

   研究の方法に沿って，次のように実践を進めた。 

 （１）各学級における「互いを認めながら，目標に向かってやり遂げようとする姿」の共有 

    年度初めに指導する教師同士が目指す姿を共通理解して指導できるように，各学級における 

「互いを認めながら，目標に向かってやり遂げようとする姿」はどのような姿なのかを学級毎に

相談し合い，書き出した。書き出したシートの例は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   前期末と後期末に目指す姿になったか各学級で評価する機会を設け，どの程度達成できたか経過

をみていくこととした。シートに書き出し，定期的に評価してきたことについて教師のアンケート

を実施したところ，次のような意見が挙げられた。 

 

 

 

 

（２）授業計画，授業実践，授業評価 

 １）中心単元検討会の実施 

各学級児童生徒の「互いを認めながら，目標に向かってやり遂げようとする姿」に沿って，ねら

いや活動が設定されているか，各教科とどのように関連をもたせるかなどについて，担任・学部主

事・教育専門監・研究主任・研究部員・各学部の類型チーフが参加し，検討した。「体験的に学べ

るように校外学習に行くのはどうか」「指導内容が盛りだくさんになっているので，絞り込むのは

どうか」など多面的な視点から意見交換をしたことで，指導内容が精選された。また，参加した職

員からは他学部の指導内容を知れるよい機会となったという声も聞かれた。 

【生活単元学習中心単元検討会資料の一部】 

  

 

，

 

 

・教師間で「互いを認めながら，目標に向かってやり遂げようとする姿」にポイントを絞って検討

したことで，児童生徒の目指す姿を共有できた。 

・一人一人の目指す姿の共通理解をしたことで，何をねらっているのかを把握でき指導に生かせた。 
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２）自立活動シートを活用した，指導する内容や手立ての検討 

学級で作成した自立活動シートを基に，単元や本時の目標，手立てを検討し，授業づくりや指導

案作成に生かした。自立活動シートの年間目標や具体的な指導内容が，時間における指導で行って

いる「健康の保持」や「身体の動き」に偏っている自立活動シートもあり，各教科等の指導に活用

するには不十分なケースが多く見られた。そこで，自立活動シートの年間目標や具体的な指導内容

を見直すとともに，実際の学習指導案を用いながら相互の関連付けについて検討し，確認した。 

 

〈自立活動シートを活用した指導案の作成の一例〉 

自立活動シートより抜粋 

 

年間目標 ・自分の考えを整理して，相手が分かるように伝える。 

 

指導内容 ① 小グループでの話し合い活

動のときに，自分が取り組

みたい活動や係分担などを

考え，友達に分かるように

伝えながら活動を進める。 

② 着替えや荷物整理など，自分で

できるか挑戦してから依頼す

る。 

③ 調べる事柄を複数の選択肢

から，自分で選んで決める。 

関連付け

た項目 

３―（２），（４） ６－（５） ３―（３），５―（３） ３―（３） 

 

指導案より抜粋 

本時の目標(指導案より抜粋) 

 本単元における実態 
本時の目標 

手立て 

MSゴシック：自立活動シートより 

Ｂ 

（女） 

・自分が知っている祭りを積極的に発

言している。 

・検索した文面を写しがちであったが，

分かりやすい表現でまとめるように

なってきている。 

・撮影前の流れの確認，撮影中

の友達の動きなど，自分の考

えを伝えながら，みんなをリ

ードして動画を撮影する。 

・作ったシナリオを見ながら進める

ことを事前に伝える。 

・相手への伝え方が難しい表現の場

合は指摘し，分かりやすい表現に

直す。 

【人(2)，コ(5)】 

 

 

 

 

 

学習過程(指導案より抜粋) 

学 習 活 動 指導上の留意点 

MSゴシック：自立活動シートより 

２ グループに分かれて，友達と声を掛け合い

ながら，紹介動画完成させる。 

 

・【Ｂ】がみんなをリードしながら進めていけるように，友達が分か

る言葉や表現にすることを事前に伝えておく。それでも不安なとき

は先生に聞くことを伝える。 

１），２）の取組を通して，「互いを認めながら，目標に向かってやり遂げようとする姿」を目指

した授業実践を行った。授業実践の実際は次のとおりである。 

 

 

 

本時の目標を達成するために，自

立活動シートの指導内容①を手立て

に生かした。 
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３）授業実践 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学部６年 あいさつレンジャー大作戦③～あいさつスタンプラリーを開こう～】 

○本学級における目指す姿：自分の気持ちを伝えたり，相手の意見を受け入れたりする力 

○本時の目標 

 ・「あいさつのポイント」を意識しながら，お互いの活動の様子を見合って意見を出したり聞

いたりして，「あいさつスタンプラリー」の練習をする。 

○自立活動シートを活用した手立て 

 ・相手に伝わるような挨拶ができるように，児童と考えた「あいさつのポイント」毎回の授業

で活用する。 

 ・児童同士で関わり，意見を伝えることができるように，互いの活動を見合って気付いたこと

を小グループで伝える場面を設定する。 

○グループ協議から(ワークショップより抜粋) 

 児童の自己評価，児童同士での評価 

 ・自分，友達の頑張りや改善点を評価できるように，分かりやすい評価ポイントを示したり，

活動の様子のＶＴＲを活用したりする。 

 目的意識をもてるようなめあての提示 

 ・児童が「なぜ○○するのか」と分かるように，評価し 

やすいシンプルなめあてを提示し，児童からの評価や 

意見を次時のめあてに反映させる。 

 児童同士で協力し合えるような活動の設定 

・児童同士が関わり，協力し合えるように，小グループ 

の活動を設定したり，児童同士のやりとりを生むよう 

な発問をしたりする。 

【中学部１，２年 きらりステージ ステージⅠ～国際教養大学で発表しよう～】 

○本学級における目指す姿：みんなと一緒に活動する姿。ゴールが分かる。 

○本時の目標 

 ・英語の歌や会話を通して外国語への興味・関心を高め，見 

通しをもって自分から発表に向けた活動をする。 

・友達と一緒にきらりステージの活動を積み重ね，自分に 

合った方法で自分の思いを友達や教師に伝える。 

○手立て 

・自分の得意なことを知って，最後までやり通す力を育てる 

ために，ステージの内容を計画，実践，評価する活動を繰り返す。 

・生徒が思いを表出することができるように，つぶやきをひろって生徒に戻したり，視覚的な

手掛かりを使って選択できるようにしたりする。 

○グループ協議から(ワークショップより抜粋) 

 友達を見るポイント 

 ・手をつなぐ，お互いの動きに合わせて動く活動は大切である。 

 ・まとめの発表では，発表者のカードが他の人に見えない位置で残念であった。 

 ・発表時に使用するカードが，ラミネート加工で反射していたので，見えやすいものにし，文

字を大きくすると良かった。 

 「上手」の観点 

 ・小グループの活動，お互いの顔が見える配置で良かった。 

 ・前時までのグループ練習の良かった点を提示し，「今日はここをがんばろう」というポイン

トを提示することで，評価するところが具体的に分かる。 
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それぞれの授業をグループの職員で参観し，授業改善に向けて検討会を行った。授業検討会では，

研究のポイントに沿って協議できるように，協議の柱を設定してワークショップ形式で検討した。 

４）授業評価 

授業づくり，実践，評価を経てワークショップや教師によるアンケートから次のような成果○と 

課題▲が挙げられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらのことから，自立活動シートを活用したことで，児童生徒の一人一人の困難さを解消する

手立てを考えられ，「互いに認めながら目標に向かってやり遂げようとする姿」を育てる授業づく

りができたと言える。一方，各教科との関連については，授業者は関連付けた授業づくりができた

が，参観する職員がその１時間の授業の中だけで評価することは，難しかった。生活単元学習や遊

びの指導におけるねらいの書き方等について，評価基準の設定について，改善の必要があると考え

る。 

 

 

 

 

○自立活動シートの年間目標との関連性を考えながら指導できた。また，生活単元学習や遊びの指
導の学習以外でも自立活動の年間目標を意識して指導できた。 

○授業の手立ての参考になった。また，児童が本時の目標を達成するために有効であった。 
○教科で学んだ力（基礎）を生単で取り上げる（応用として）ように学習を展開できた。 
▲自立活動シートを作る際の話し合いで出された内容は生かされているが，意図的に活用する機会
をつくれたらよかった。 

▲今後は，国語算数などの教科でねらいたいことを生単で取り上げるようにしたい。 
▲本時の授業のねらいが自立活動そのものになっている場合があった。 
▲各教科との関連は自分では図って授業しているが，参観者として評価することは難しい。 

【高等部１年 秋田を知ろう～秋田の祭り～】 

○本学級における目指す姿：友達と一緒に挑戦する姿。失敗を恐れない姿。 

○本時の目標 

 ・自分のせりふや役割が分かり，友達同士で声を掛け合いながら，竿灯祭りの紹介動画を完成さ

せる。 

○自立活動シートを活用した手立て 

 ・自発的に活動できるように，生徒からの「分からない」「できない」などの発信を待ち，何が分

からないのか，どうしてほしいのかを自分で考え，伝える場面を大切にする。 

○グループ協議から（ワークショップより抜粋） 

 単元の設定 

 ・「紹介動画を撮影する→動画を視聴して改善点を話し合う→撮影する」という繰り返しが生徒同

士で考え，進めることにつながっていた。 

 ・身近な題材が生徒の興味・関心を高め，意欲をもって進めていた。 

 教師の支援 

 ・見守るだけでなく，少し頑張れば生徒同士で解決できるような工夫が，生徒だけで課題解決に

向けての話し合うことにつながる。 

 人との関わり 

 ・完成した紹介動画を交流のツールとして活用する。 

 ・外の人に見てもらうことで，「伝わる」ための工夫について考える 

きっかけ作りをする。 
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（３）研究の評価 

これらの実践を受けて，年度初めに書き出した各学級の「互いを認めながら，目標に向かってや

り遂げようとする姿」になったかを定期的に評価したものを並べて，変容を確認した。全ての学級

で「互いを認めながら目標に向かってやり遂げようとする姿」が見られた。書き出したシートの評

価を見ると，自立活動シートを活用して，互いを見るための配置やグルーピングの工夫，目標（ゴ

ール）が分かるための視覚的な支援をしたことなどが本時の目標達成に役立ち，目指す姿につなが

ったことが分かった。 

 

７ まとめ 

 【成果】 

 ・実践を通して，児童生徒が発表会や映像作成，イベントの開店に向けて，お互いの活動の様子を

認め合ったり声を掛け合ったりするなど「互いを認めながら，目標に向かってやり遂げようとす

る姿」に育った。 

・自立活動シートを作成し，指導案の作成に役立てる，授業の評価を行う際に自立活動シートも見

直す，といった過程の中で，個々の児童生徒の自立活動のねらいを意識した指導ができた。 

 ・領域教科等の指導においては，自立活動は学習の下支えになっているという教師の意識が高まっ

た。 

 ・各教科と生活単元学習との関連を図った授業実践ができた。また，児童が各教科で身に付けた，

話す，まとめる，計算するなどを生活単元学習でも行い，身に付けた力が定着した。 

 

 【課題】 

 ・児童生徒に関わる全教員が，児童生徒の自立活動の年間目標を意識した指導を年度初めから行う

ために，前年度の担任がシートの作成をするなど作成する時期の検討や，日々活用できるように

評価する機会を意図的につくる。 

・より一層，自立活動の年間目標に配慮しながら様々な学習計画が立てられるように，自立活動 

シートの書き方の例や生かし方のモデルがあるとよい。 

 

【今後に向けて】 

   学習指導要領の改訂により，各教科等で育成を目指す資質，能力が明確に示され，「各教科等を

合わせた指導を行う際には，学年毎あるいは学級毎などに，各教科，道徳科，特別活動の系統性や

内容の関連性に十分配慮しながら指導目標，指導内容，指導の順序，指導の時間配当等を十分明ら

かにした上で適切に年間指導等を作成する必要がある」と述べられている。これまでより，各教科

と関連を図るという教師の意識は高まってきたものの，どのような手順で指導計画を立てていくか

検討していく必要がある。 
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小学部 第６学年１組  生活単元学習 学習指導案 
 

日 時 １１月２６日（火）３校時 
場 所 小学部 ６－１教室 
指導者 Ｔ１藤原淳一 Ｔ２赤川由美 

Ｔ３佐賀有沙 
  

１ 単元名  「あいさつレンジャー大作戦③～あいさつスタンプラリーを開こう～」  
 
２ 単元の目標  
（１）挨拶運動やあいさつスタンプラリーの活動で挨拶の大切さが分かり、相手を見て相手に伝わる

声の大きさで挨拶する。知・技 
 （２）自分がやりたい役割やできる活動を選び、主体的にあいさつスタンプラリーの準備や制作活動

に取り組む。主 
 （３）お互いのよさを認め合い、気付いたことを伝えたり相手の意見を受け入れたりして関わる。主、

思判表 
 

３ 児童と単元 
（１）児童について 
  本学級は男子２名、女子４名からなり、知的代替の各教科等を学習するグループである。コミュニ
ケーション面については、自分の気持ちや考えを言葉で伝える児童が３名、具体物を選択したり簡単
な言葉で伝えたりする児童が３名である。語彙の少なさや表現の難しさから自分の気持ちを上手に伝
えられないこともあるが、休み時間に友達の遊ぶ様子を見てまねをしたり、友達に言葉を掛けて関わ
ろうとしたりする姿が見られるようになってきている。 

  高学年としてみんなの手本になりたいという気持ちはあるものの、タイミングがつかめないことや
恥ずかしさから、自分から進んで挨拶することが難しい場面がある。 

 
（２）単元について 
  挨拶は、相手から返してもらったり、元気な声等の理由で称賛されたりするなど、フィードバックが
得られやすい。日常生活の中で、時間を掛けたその場でのやり直しが難しい一面もあるが、必要な指導
事項である。そこで、人と関わり、挨拶が必要な場を設定することで、相手に伝わる話し方やよりよい
挨拶の仕方を身に付けられるのではないかと考えた。 
「あいさつレンジャー大作戦①②」の学習では、相手が気持ちよく返してくれる「あいさつのポイ

ント」の４つ（「せなかをのばして」「あいてを見て」「あいてにきこえる声で」「にっこりと」）を考
えた。そのポイントをおさえて、小学部児童に向けて挨拶運動をした。「あいさつのポイント」を組
み入れたポスター制作をし、より一層、「あいさつのポイント」を意識するようになった。また、自
分の得意な挨拶を披露するプロモーションビデオを制作し放映した。学級以外の児童や教師から「ビ
デオ見たよ。」「挨拶上手だね。」と言葉を掛けられ、励みになった。児童たちからは、「自分たちだけ
でなく、みんなにも挨拶が上手になってほしい。」という声があがった。そこで、児童自身が挨拶の
手本となり、自分から挨拶したり、イベント的な活動を通して相手に働き掛けたりするあいさつスタ
ンプラリーを計画した。 
あいさつスタンプラリーは、お客さん参加型のイベントである。参加した人が、児童からの「あい

さつのポイント」を意識した挨拶に返したら、スタンプを獲得し、スタンプ数に応じてオリジナルグ
ッズがもらえるものである。お客さんと関わる中で、自分たちが考えた「あいさつのポイント」を生
かしたやり取りができ、これまでの学習の成果を発揮できる。友達と一緒にオリジナルグッズを作る
ことで、協力する力を身に付けられる。あいさつスタンプラリーの中で、自分がやりたい係を選び、
繰り返し練習することで自分のやるべきことに見通しや責任をもち、最後までやり遂げようとする気
持ちをもてる。お客さんとのやり取りの練習の中で、友達の挨拶の仕方や話し方を見ることで、友達
の頑張りを認め合ったり、改善点を考えたりすることができる。それにより「あいさつのポイント」
をより強く意識し、挨拶の場面以外にも般化できるのではないかと考え、本単元を設定した。 

 
（３）指導について 
   単元全体を通して 
   ・あいさつスタンプラリーの内容について考えたり改善したりできるように、児童が客の役割を

演じて他者評価する。また、お客さんに楽しんでもらうために、互いの活動の様子を見合って
気付いたこと、改善案などを伝える場面を設定する。 

   ・自分のやるべきことが分かり自信をもって活動を行えるように、活動内容を具体的に示したり、
よい点を即時評価したりする。 

   ・主体的に取り組む気持ちを高められるように、間違いや失敗をしてもよいことを伝え、次にど
のようにすればよいか考える機会を設ける。 

   ・友達同士での関わりや協力の場が多くなるように、学習内容に応じて教師の数を精選したり、
少人数のグループで活動する場面を設定したりする。 

   自立活動の指導について 
・個々の児童の実態に即して自立活動シートを作成し、本時の目標を達成するために、指導内容
を適切に関連付けている。 
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４ 指導計画（総時数２０時間） 

小単元名・学習内容 時数 観点 小単元（小題材）の目標 

あいさつスタンプラリーの準備をしよう 
・係を考えて、やってみたいものを選
ぶ 

・オリジナルグッズ（マスコット、ス
トラップ、ステッカー）の制作 

・のぼり、入場券、スタンプカード、
看板等の制作 

９ 主 

思判表 

・係を考えたり、オリジナルグッズの
アイデアを出したりする。 

・自分がやりたい係を選ぶ。 

・自分の係や活動内容が分かり、主体的
に制作活動に取り組む。 

・一人で行うことが難しいことは友達と
協力して取り組む。 

あいさつスタンプラリーを開こう 

・係ごとの練習 
・あいさつスタンプラリーの練習 
・あいさつスタンプラリー（小学部の
児童を招待して） 

 

９ 

本時 

（８／９） 

知・技 

主 

・「あいさつのポイント」を意識して自
分から挨拶したり、相手に伝わるよう
に話をしたりする。 

・スタンプラリー練習に参加した友達か
らの感想をもとに、よかった点や改善
点を話し合う。 

・友達のよいところを認めたり、自分の
考えを伝えたりする。 

あいさつスタンプラリーを振り返ろう
・頑張ったことをまとめる 

２ 思判表 ・自分や友達が頑張ったことを振り返り
壁新聞にまとめる。 

 
５ 本単元と各教科等との関連 

各教科等 関連する指導内容 

日常生活の指導 ・挨拶、言葉遣い、係活動等 

国語 ・丁寧な言葉遣いや話し方、平仮名、片仮名の書き取り等 

算数 ・数量（出来上がったグッズやチラシ等を数える、分ける） 

図工 ・オリジナルグッズの制作 

自立活動 ・人との関わり方、手腕の使い方等 

 
６ 本時の計画（総時数２０時中の１７時） 

（１）本時の目標   

  ・「あいさつのポイント」を意識しながら、お互いの活動の様子を見合って意見を出したり聞いた
りして、あいさつスタンプラリーの練習をする。主 思判表 

 

（２）個別の実態・目標・手立て 
児童名 本単元における実態 本時の目標 手立て 

MSゴシック：自立活動シートより 

Ａ 
（女） 

 
［挨拶係］ 

・教師や友達からの促しが
必要なことがあるが、活
動の流れを覚えて取り
組む。 

・挨拶を受けてから挨拶す
ることが多い。 

・相手の顔を見て、相手に
聞こえる声の大きさで
挨拶する。 

 
 

・相手を見ることや声の大きさ
を意識できるように、見て確
認できる位置にイラストを
掲示し、教師が指差しして一
緒に確認する。 
コ（２） 

Ｂ 
（男） 

 
［挨拶係］ 

・活動内容や自分のやるこ
とが分かっている。 

・自分から挨拶しようとす
るが、筋緊張から言葉が
出にくいことがある。 

・背中を伸ばすことを意識
して、自分から挨拶す
る。 

 
 
 

・姿勢を意識できるように、必
要に応じて、挨拶のポイント
のイラストを提示する。身
（１）（２）、環（１） 

Ｃ 
（男） 

 
［挨拶係］ 

・集団の場面では消極的に
なることがあるが、自分
のやるべきことが分か
ると、主体的に取り組
む。 

・相手の顔を見て、自分か
ら挨拶する。 

 

・挨拶するポイントを意識でき
るように、顔を上げることを
示したイラストを提示した
り、教師が演示したりする。
心（１）（２）、人（３）（４） 

Ｄ 
（女） 

 
［挨拶係］ 

・集団の場面では若干消極
的になることがあるが、
活動に興味をもつこと
で、意欲的に取り組む。 

・背中を伸ばし、相手の顔
を見て挨拶する。 

・顔を上げて相手を見ることが
できるように、「挨拶のとき
の姿勢は」と言葉掛けする。
人（１）コ（２） 
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Ｅ 
（女） 

 
［プレゼント係］ 

・考えやアイデアを自分か
ら伝える。 

・活動に取り組むきっかけ
をつかめず戸惑うこと
があるが、肯定的な言葉
掛けで自信をもって取
り組む。 

・あいさつスタンプラリー
全体の様子に気を配り、
友達が困っていたら助
言をしたり手伝ったり
する。 

・全体に目を向けることができ
るような配置にする。 

・友達に助言するなどできるよ
うに挨拶のポイントを評価
基準にしたチェック表を準
備する。人（１）（４）コ（５） 

Ｆ 
（女） 

 
［受付係］ 

・筋緊張から発音が不明瞭
になることがあるが、自
分の考えを相手に詳し
く伝える。 

・自分のやるべきことに責
任感をもって取り組む。 

・相手に内容が伝わるよう
に、ゆっくりと話す。 

 
 
・友達の活動を見て、よい
点や改善点を伝える。 

・ゆっくり、はっきりと話すこ
とを意識できるように、説明
文の原稿を単語で分かち書
きする。 

・評価の観点を確認できるよう
に、あいさつのポイントをチ
ェックする表を準備する。人
（１）（４）コ（５） 

 

（３）学習過程  

時間 
（分） 

学 習 活 動 指導上の留意点 
ＭＳゴシック：自立活動シートより 

準備物 

10:55 
（２） 

 
 

10:57 
（２） 

 
 
 
 

10:59 
（３） 
 

 
 

11:02 
（７） 

 
 
 
 

11:09 
（２5） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11:34 
（６） 

１ あいさつスタンプラリー
を始める。 
・掛け声 
・挨拶 

２ 本時の活動を知る。 
 
 
 
 
 
３ めあてを知る。 
 
 
 
 
４ 前時で決めた個々の頑張

りポイントを、グループ
ごとに発表する。 

 ①グループ（Ａ、Ｄ、Ｅ） 
 ②グループ（Ｂ、Ｃ、Ｆ） 
 
５ スタンプラリーの練習を

する。 
 ・練習１回目→客役の教師

から感想を聞く 
 ・相談タイム（グループごと） 

 ・練習２回目→客役の児童
から感想を聞く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
６ 本時の活動を振り返る。 
 

・学習への意欲を高められるように、「あいさつスタ
ンプラリー頑張るぞ、オー」と全員で言う。また
あいさつスタンプラリーの学習をすることが分か
るように、「いらっしゃいませ」「ありがとうござ
いました」の挨拶をする。 

・前時の活動を思い出せるように、学習予定カレン
ダー等を用いて、本時の活動を伝える。 

・期待感を高められるように、上記の予定表を使っ
てあいさつスタンプラリー本番の日を伝える。 

 
 
 
 
・めあて達成のために、どのようなことに気を付け
ればよいか、児童に問い掛けて意見を引き出す。 

・自分の頑張りポイントを意識し、発表できるよう
に、一人一人に応じたイラストやキーワードを提
示する。 

・スタンプラリーの練習で自分の頑張りポイントを
随時確認できるように、頑張りポイントを示した
ホワイトボードを児童が見える位置に掲示する。 

・スタンプラリー練習の場所に移動できるように、
並ぶ位置を床にカラーテープで示す。自分で使う
道具が分かるように、使う道具を色分けしたり児
童の顔写真を貼ったりする。 

・児童から手伝いの依頼があった時は、適宜支援や
アドバイスをする。 

・自分たちの説明や挨拶について振り返ることがで
きるように、１回目の練習では事前に依頼した客
役の教師から「あいさつのポイント」を意識して
取り組んでいるかを含めた感想を述べてもらう。 

・相談タイムで児童同士がよい点や改善点を話し合
えるように、「あいさつのポイント」をチェック
する表を準備する。（Ｅ、Ｆがチェックする） 

・２回目の練習では、相談した内容を生かし、本番
を意識して行えるように、他学年の児童に客役を
依頼する。 

・本時の頑張りを振り返り、本番に向けて意欲を高
めることができるように、一人一人のよかった点
をＴ１が伝え、その内容のキーワードをＴ３がホ
ワイトボードに示す。 

 

 

 

 

・学習予定 

カレンダー 

・拡大学習予定

シート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・がんばり 

ポイントシー

ト 

・ホワイト 

ボード 

・Ｗクリップ 

・看板 

・スタンプ 

カード 

・補助具 

・オリジナルグ

ッズ 

・入場券 

・チェック表 

・ホワイド 

ボード 

 

【めあて】お客さん役の人にあいさつスタンプラリーを楽しんでも

らおう。 

＜あいさつのポイント＞ 
・せなかをのばして 
・あいてを見て 
・あいてにきこえる声で 
・にっこりと 
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（４）配置図             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）評価の観点 

＜児童＞＊個別の目標を基に評価する。 

  ＜教師＞・児童が「あいさつのポイント」を意識して、相手に伝わるように説明したり挨拶をした

りするための、手立てや教材、補助具等の準備は適切だったか。 

      ・友達を意識したり関わり合って活動したりするための、きっかけ作りや環境設定は効果

的であったか。 

Ｆ 
Ｅ 

Ａ Ｂ 

Ｄ 

T2 T3 

Ｆ 

Ｅ 

Ｃ 

T2 

Ａ 

Ａ 

Ｂ 

T1 

Ｄ 

Ｃ T1 

T3 

【導入・振り返り】 

T3 

【練習場面】 

Ｆ 

【頑張りポイント発表、相談場面】 

Ｅ 

Ｂ 

Ｄ 

Ｃ 

T1 

T2 



37 

 

Ⅲグループ研究について 

（自立活動を主として学習するグループ） 

 

１ 研究テーマ 

 

 

 

 

２ 研究テーマについて 

  本グループにおける「自分の力を存分に発揮する姿」は「活動に見通しをもち，自分の気持ちを伝

える姿」と捉えている。これは，研究１年次に本学習グループを指導する教師で検討し，決めたもの

である。そのような姿を目指し，国語科の授業を研究対象とし，昨年度に作成した自立活動シートを

活用した研究を進める。国語科の授業づくりにおいて，自立活動の視点から指導内容や手立てについ

て整理して考え，授業実践を行う。同様に，自立活動の視点から評価の分析を行い，授業改善に取り

組む。 

このような取組を通して，目標や指導内容がより具体的になったり，様々な自立活動の要素を踏ま

えて手立てが見直されたりするなど，国語科と自立活動を相互に関連付けた評価や授業改善，また，

教育課程の改善が期待できると考える。学習場面においては，少ない手掛かりで見通しをもてるよう

になったり，よりたくさんの友達や教師に発声や体の動きで自分の気持ちを表現したりする児童生徒

を育てられると考え，本テーマを設定した。 

 

 

３ 研究仮説 

  国語科の授業づくりにおいて，自立活動シートを活用し，指導内容や手立てを自立活動の視点で整

理することで，活動に見通しをもち，自分の気持ちを伝える姿が見られるようになるだろう。 

 

 

４ 研究内容と方法 

（１）学習グループにおける「活動に見通しをもち，自分の気持ちを伝える姿」の共有 

 １）一人一人の児童生徒の「活動に見通しをもち，自分の気持ちを伝える姿」と評価基準の確認 

 ２）一人一人の児童生徒の「活動に見通しをもち，自分の気持ちを伝える姿」の評価 

 

 

 

 

 

 

（２）自立活動シートを活用した授業づくり ※全校授業研究会，ミニ授業研究会の活用 

 １）自立活動シートを活用して指導内容や手立てを整理する 

 ２）授業研究会の実施 

 ３）自立活動シートの活用についての評価 

 

 

 

 

活動に見通しをもち，自分の気持ちを伝える姿を目指した授業づくり 

【評価の観点】 

・学習グループ内で児童生徒それぞれの「活動に見通しをもち，自分の気持ちを伝える姿」に

ついて共有し，児童生徒の変容（できるようになったこと，身に付いたこと）につながった

か。 

【評価の観点】 

・授業研究会において，指導内容や手立てについて自立活動シートを活用することができたか。 
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（３）目標設定と評価の仕方の検討と整理 ※全校授業研究会，ミニ授業研究会の活用 

 １）評価規準，評価基準の明確化 

 ２）ＶＴＲによるミニ授業研究会の実施 

 ３）国語科の視点と自立活動の視点による評価の分析と授業改善 

 

 

 

 

（４）次年度の教育課程に関する取組 

 １）各学部における国語科の指導内容等の確認と共有 

   ・年間指導計画 

   ・授業形態 

 ２）本グループにおける「教育課程を考える会」の実施 

 

 

 

 

 

５ 研究計画 

月日 研究・研修 主 な 内 容 

5/14 グループ研究会１ 研究計画について① 

6/ 5 グループ研究会２ 研究計画について②，４－（１）－１），４－（４）－１） 

6/18 
事前授業研究会兼 

グループ研究会３ 
４－（２） ※授業提示：小学部６年２組 

7/17 全校授業研究会 ４－（２） ※授業提示：小学部６年２組 

8/27 グループ研究会４ ４－（３） ※授業提示：小学部３年２組 

9/30 グループ授業研究会 ４－（２） ※授業提示：中学部２～３年２組 

10/21 グループ研究会５ ４－（３） ※授業提示：小学部４年２組 

11/13 グループ研究会６ ４－（２） ※授業提示：高等部１～３年２組 

11/26 公開研究会 ４－（２） ※授業提示：高等部１～３年２組 

12/18 グループ研究会７ ４－（３） ※授業提示：小学部１年２組 

1/21 グループ研究会８ ４－（４），研究の評価とまとめ 

2/ 7 グループ研究会９ 研究のまとめ 

 

 

 

【評価の観点】 

・ミニ授業研究会において，明確な評価規準・評価基準に基づいて評価し，分析できたか。 

【評価の観点】 

・一貫性や発展性のある教育課程について考え，次年度に向けて提案できたか。 
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６ 研究実践 

（１） 学習グループにおける「活動に見通しをもち，自分の気持ちを伝える姿」の共有 

年度初めに，一人一人の児童生徒の「活動に見通しをもち，自分の気持ちを伝える姿」を学級

または学習グループ単位で検討し，共有した。児童の変容を◎○△の３段階で評価できるように，

「姿＝評価基準（評価○）」という捉えで設定した。具体的には以下のようになった。 

・表情（目の動き，舌出し，笑顔）や発声で，気持ちや好き嫌いを表す姿。 

・舌の動きや表情で，やりたい，又はやりたくないなどの気持ちを伝える姿。 

・問い掛けや具体物の提示を受けた場面で，選択肢が分かり，口を開けたり視線を動かし

たり手を伸ばしたりする姿。                    ※一部抜粋 

実践を経て，１２月に学習グループ単位で評価をしたところ，以下のようになった。 

 

◎と○の評価を合わせると，９１％の児童生徒に変容が見られた。児童生徒の変容の詳細（で

きるようになったこと，身に付いたこと）については，以下のようにまとめられる。 

【評価：◎】 

・話者に注目する姿をねらいとしていたが，スクリーンに投影された映像にも注目して，見

たい気持ちを表現できた。 

・国語科の学習場面で，発声で表出する姿をねらいとしていたが，「ありがとう」など自分

のセリフを言った。 

・教師の働き掛けがなくても，絵本に自ら手を伸ばして，読みたい気持ちを表現できた。 

【評価：○】 

・提示されたウィンドチャイムに手を伸ばし，鳴らしたい気持ちを伝えた。 

・学習のオープニングソングが聞こえると，笑顔で期待感や楽しみな気持ちを表現できた。 

※一部抜粋 

このことを踏まえると，学習グループ内で児童生徒それぞれの「活動に見通しをもち，自分の

気持ちを伝える姿」についてしっかり共有して，指導を進められたことが，児童生徒の変容につ

ながったと考える。 

一方，評価が△であった９％の児童生徒については，「欠席が多く，継続した指導ができなかっ

た。」や，「実態把握が不十分であり，ねらいとした姿（評価基準）が高かった。」などが，評価理

由として挙げられた。体調が不安定な児童生徒については，スモールステップで段階的に指導を

積み重ねていくことや，実態把握が難しい児童生徒については，複数の目で確認していくことで

実態把握の精度を上げていく必要があると考える。 

 

◎ 

20% 

○ 

71% 

△ 

9% 

児童生徒の変容についての評価 

【評価規準】 

◎：予想していた以上の姿が見られた 

○：目標としていた姿が見られた 

△：目標としていた姿が見られなかった 
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（２）自立活動シートを活用した授業づくり 

   授業実践から自立活動シートの活用について整理したところ，授業づくりにおいては，自立活動

の区分である「４ 環境の把握」の各項目から，教科などの目標を達成するために手立てや配慮点

として活用することが多く見られ，「学習環境を整える」という形で活用していたことが分かった。

指導内容との関連も含め，授業研究会における具体的な自立活動シートの活用については，以下の

とおりである。         ※下線部は自立活動シートと関連する部分を示す 

【小学部６年２組 国語科 題材名：お話『ペンギンきょうだいバスのたび』】 

○児童Ａの自立活動シートより（実態把握） 

 ・視覚に関しては注視，追視が可能。見ることが得意である。 

○児童Ａの目標 

 ・ペープサートや実物を見たり，「キラキラだよ」など            

の言葉を聞いて顔を上げたりする。 

○児童Ａの手立て 

 ・擬音語や擬態語などの言葉を繰り返しながら，ペープ 

サートをゆっくり動かす。 

 ・実物に注目できるよう，光る素材を組み合わせる。 

 

【中学部２～３年２組 国語科 題材名：物語の世界へ③『花火の夜に』】 

○生徒Ｂの自立活動シートより（実態把握） 

 ・「赤色の光を追視する」（H30,ORT） 

 ・視線入力ではモニターの右上部，顔の輪郭や髪を注視する。 

・難聴だが，聞き慣れた声や歌，大きめの音に目を開けることがある。 

○生徒Ｂの目標 

 ・花火の場面の後に，もう一度花火を楽しみたい気持ち 

を，瞬きを繰り返して伝える。 

○生徒Ｂの手立て 

 ・花火の光や音を強調するために，花火をモニターで提 

示し，大音量で提示する。 

 ・「もう一度楽しみたい。」という表出が見られたら，教

師とのやり取りの後に花火の場面を繰り返す。 

 

【高等部１～３年２組 国語科 題材名：物語の世界へ③『桃太郎』】 

○生徒Ｃの自立活動シートより（指導内容） 

 ・身体を動かしやすい姿勢でリラックスして活動する。 

○生徒Ｃの目標 

 ・教師の言葉がけに応じ，スイッチ教材を操作して鳥の   

鳴き声を表現する。 

○生徒Ｃの手立て 

 ・覚醒を高めてリラックスできるように姿勢に配慮する。 

 ・身体に触れたり操作しやすい場所にスイッチを置いた   

りする。 
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その他の授業実践や授業研究会も踏まえ，自立活動シートを活用した授業における手立てや配慮

点に関するポイントは，以下のようにまとめることができる。 

【キーワード①：視覚】 

・注視できるように，視野や見えやすい距離などに   

配慮して提示する際の位置を工夫する。 

・追視できるように，具体物を提示する際の動かす

スピードを工夫したり，動かす方向を固定したり

する。 

・見え方に配慮し，教室前方の背景を黒にしたり，

照明の調整をしたりするとともに，児童生徒の座

席配置を工夫する。 

【キーワード②：聴覚】 

 ・歌や効果音に注意を向けられるように，スピーカーなど音源の位置を工夫する。 

 ・聴くことに集中できるように，音や他の刺激が重ならないようにしたり，話すスピード

や間を工夫したりする。 

 ・興味関心を継続できるように，楽器や効果音などを活用する。 

【キーワード③：触覚】 

 ・触覚に注意を向けられるように，特徴的な感触の素材を準備したり，触れる直前に手の

平をマッサージなどして触れるための準備をしたりする。 

【その他】 

 ・空間認知や身体の動きといった面より，利き手やまひなどからくる左右差や，得意な方

向に配慮して教師が働き掛ける。 

 ・理解や表出に時間が掛かることもあるので，個に

応じて教師がどの程度待つのか，ということを教

師間で共通認識しておく。また，活動時間を確保

しておく。 

 ・覚醒したり，興味関心を持続したりできるように， 

活動に応じて姿勢変換する。 

・得意なスイッチ教材を準備し，上肢の可動域に応 

じて操作しやすい場所に設置する。 

自立活動と国語科の関連についても，自立活動シートを活用することで，国語科としての目標は

学習指導要領を基に，手立ては自立活動シートを基に，と整理して考えることができた。このよう

に目標と手立てについて，手続きの違いを明確にして授業づくりに取り組むことができた。「活動

に見通しをもち，自分の気持ちを伝える姿」についての達成度（評価○以上が９１％）を踏まえて

も，自立活動シートは「手立てや配慮点」という視点から十分に活用できたといえる。 

課題としては，自立活動シートの精度や，自立活動シートの項目の「（４）選定した項目に関連

付けた指導内容と指導場面」における指導内容の捉えについてである。精度については，新入生な

ど新たに自立活動シートの作成する場合，作成に必要な情報（前籍校等からの資料を含む）が不十

分なこともあり，実態把握があいまいになってしまうことがあった。結果として，国語科の学習に

おいて手立てや配慮点として活用しきれないこともあった。短期間で作成が必要な場合もあるので，

上記枠内のキーワードを参考にし，学級担任間で情報を共有しながら作成を進める必要がある。ま

た，指導内容の捉えについては，学習場面が限定されているような書き方もあり，作成者によって

個人差が見られた。今年度の活用を参考にして自立活動シートのモデル（記入例）を早い段階で共

有し，作成にあたる必要があると感じた。 
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（３）目標設定と評価の仕方の検討と整理 

今年度から国語科が新設されたことを受け，全校授業研究会では「明確な評価規準」を設定した。

また，ミニ授業研究会では「目標設定と評価」について検討を進めた。具体的な本時の個人目標を

評価基準として捉え，抽出児童生徒についてＶＴＲによる評価をし，分析した。実践を通して，以

下のようにまとめることができる。 

【目標設定について】 

・児童生徒一人一人について，学習指導要領に準拠した目標設定が必要である。 

  →特に本時の個人目標について，学習指導要領のどの部分（目標，内容）に関連するの

かを確認して設定することで，次時や次題材を考える際の根拠となる。 

・目標については，具体的でシンプルな行動目標を設定することが必要である。 

→具体的で分かりやすい行動目標は，評価しやすい。一方，目標の一文に「○○たり，

○○たりする。」のような複数の姿が表記されていると，評価者によって評価が分かれ

ることがあり，適切な評価に結び付きにくい。 

【評価について】 

・児童生徒の実態が分からない場合でも，参観者がしっかりと客観的な評価ができる具体的

な評価基準の設定が必要である。 

  →「表情で気持ちを表す」，「○○が分かる」のような具体性の低い表記だと，児童生徒

の日常的な様子が分からない場合は評価が難しくなりやすい。表出が微細な児童生徒

についても同様である。 

【授業改善について】 

・自立活動シートの「（１）実態把握」の項目より，「読む」や「表現する」という目標や学

習内容を設定してみてはどうか。 

・題材計画も含めて，言葉の学びに対して段階的なアプローチが必要である。特に，どの言

葉を深めていくのか，どの言葉を広げていくのか，という意識が必要か。 

・発声が見られたので，評価は◎。しかし，コミュニケーション手段として，発声はまだ未

分化な状態である。発声をコミュニケーション手段として成立させるために，「場面に応じ

た発声の使い分け」をねらいとして，自立活動（個別）の学習内容に含めるなどして，ス

テップアップを目指すことはできないか。 

※一部抜粋  

   Ⅲグループにおいては，評価基準の考え方に基づいた３段階評価は初めてであり，◎○△の評価

についての線引きの捉えがあいまいであった。実践を通して，３段階評価については以下のような

捉えが望ましいと考える。 

◎：「十分達成」→目標とする姿よりステップアップした姿が見られた。 

○：「概ね達成」→目標とする姿が見られた。 

△：「○の評価に満たない」→目標とする姿が見られなかった。 

このような捉えについて共通認識をもって評価をすることで，評価の妥当性が高まるとともに，

次のステップの目標や内容の検討，手立ての再考につながると考える。 

このようにミニ授業研究会を通して，国語科の目標設定の在り方や，評価基準の考え方や妥当性

について整理することができた。また，評価規準に基づいて姿や評価を分析することで，国語科と

して学習指導要領との関連を踏まえて本時の目標を再検討したり，自立活動シートを踏まえて手立

てを再検討したりするなど，２つの視点から考えることができた。 

課題としては，ミニ授業研究会は略案での授業提示だったために，評価規準の記載がなかった。

略案の様式を一部変更したり，評価基準にかかわる部分の補助資料を準備したりすることで，評価

規準の視点からも分析できたと考える。 
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（４）次年度の教育課程に関する取組 

年度初めに各学部における国語科の実施状況（年間指導計画，授業形態等）について紹介しあっ

た。以下のようにまとめることができる。 

学 部 年間指導計画に関して 授業形態等 

小学部 

・お話し遊びをすること，実体験と関連付けることなど

をねらいとして，題材を設定した。 

・各学級で実施（２～８人） 

・週１時間の実施 

＊物語：３びきのこぶた，きょだいなきょだいな，おむすびころりん等 

中学部 

・１題材１０時間前後と設定し，生活年齢を意識して題

材を設定した。 

・物語だけではなく，教師の群読を聴いたり，オノマト

ペなど言葉に触れたりする学習活動も設定した。 

・学部合同で実施（４人） 

・週２時間の実施 

＊物語：貧乏神と福の神，白いうさぎと黒いうさぎ，八郎潟の八郎等 

高等部 

・学習指導要領の１～２段階を目標としている。 

・１題材１５時間程度と設定し，題材の後半は生徒参加

型の学習活動を中心としている。 

・学部合同で実施（９人） 

・週２時間の実施 

＊物語：すてきなぼうしやさん，３枚のお札，竹取物語等 

   昨年度までは自立活動の中で，物語などを題材として学習活動を進めてきたこともあり，各学部

ともその取組を基に引き続き国語科に取り組んでいた。 

   授業実践を経て，１２月に学習グループごとにアンケートを実施し，「教育課程の改善」の視点

による国語科の取組の評価をした。アンケート結果は以下のようにまとめることができる。 

項目①：「年間目標の設定はどうだったか？」 

・（小）児童の実態と，これまでの学習内容を考慮して決定した。 

・（中）学習指導要領を参考に設定した。 

・（高）小学部１～２段階の目標，内容を基に設定した。 

☆次年度への提案 

→学習指導要領に基づき，「知識及び技能」，「思考力，判断力，表現力」，「学びに向かう力，

人間性」の３つの柱から年間目標を整理することが必要である。 

項目②：「題材の配列はどうだったか？」 

・（小）配列の検討までは至っていない。 

・（小）行事や季節に合わせる形で配列について考えた。 

・（中）題材の発展の方向性や，その根拠について学部間で確認が必要。 

・（高）小学校国語科の教材を参考にしてみたが難しかった。 

☆次年度への提案 

→学習グループによって，題材配列の根拠は異なる。今年度の年間指導計画の評価を含め，

３学部で題材における目標や内容の発展性や学部間の連続性について協議し，来年度の年

間指導計画の素案を検討することが必要である。 

項目③：「時数配分はどうだったか？」 

・（小）年間４題材の実施であった。 

・（小）学年ごとに時数を変えてもよいのではないか。 

・（中）年間の行事なども踏まえ，年間５題材実施した。１題材の総時数は平均１２時間程度で

あり，生徒の実態にも適していた。 

・（高）週２時間の実施は適当であった。 
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☆次年度への提案 

 →時数配分は，学習グループの実態に応じて柔軟に対応することができていた。題材の目標

や内容によっては，総時数を含めた題材計画の在り方を題材ごとに検討してみてもよいの

ではないか。 

項目④：「指導の形態はどうだったか？」 

・（小）教科としての実施でよい。 

・（中）国語科のままでよい。 

・（高）教科ということで，題材目標や個々のねらいが明確になりよかった。 

☆次年度への提案 

→指導の形態は教科でよい。児童生徒の変容が見られたこともあり，国語科として実施する

ことは効果的であった。 

項目⑤：「学習グループはどうだったか？」 

・（小）児童の欠席などもあり，５人程度の学習グループであったが，ちょうどよかった。 

・（中）国語科として目標が近い４人であったため，学習グループとしては適当であった。 

・（高）題材の進度によって学習グループの編成を調整しながら，行うことができた。 

☆次年度への提案 

→学習グループのベースは継続だが，目標や指導内容によっては小集団の学習グループを編

成するなどの工夫が必要である。 

   このように，一貫性や発展性のある教育課程について考え，次年度に向けて提案できた。 

   課題は，国語科の新設ということも含めて，これまで以上に教育課程全体を意識しながら学部間

のつながりを考えていかなければならない。児童生徒一人一人の「できるようになったこと」や，

「身に付いたこと」をどのように積み重ねて発展させていくか，といった学びの履歴の視点と，目

標や内容が学部間でどのようにステップアップしていくか，という視点が大切になると考える。 

 

７ 成果と課題 

【成果】 

・「活動に見通しをもち，自分の気持ちを伝える姿」について，９１％の児童生徒に変容が見ら

れた。 

・自立活動シートを「手立て」や，「配慮点」といった視点で国語科の授業づくりに活用できた。 

・学習指導要領に準拠した評価規準と，その評価の在り方について整理できた。 

・実践をとおして教育課程の改善について考えることができた。年間指導計画や学習グループの

在り方について，次年度に向けた提案ができた。 

 

  【課題】 

・自立活動シートの記入者によって捉えがさまざまであり，内容にばらつきがあった。また，自

立活動シートを国語科に活用することはできたが，時間における自立活動の指導において，目

標や内容を再検討するなど，国語科と自立活動を往還して考えるまでには至らなかった。作成

から活用に関するモデルが必要ではないか。 

・国語科の学習に向けた実態把握は，昨年度までの学習を基にしていたが，共通のツールで国語

の力の実態把握を深化させる必要があるのではないか。 
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高等部１，２，３年２組 国語科 学習指導案 

 

日 時 １１月２６日（火）３校時 

場 所 自立活動室Ⅱ 

指導者 Ｔ１小嶋聖 Ｔ２縄田屋美幸 他７名 

 

１ 題材名   物語の世界へ③『桃太郎』  

 

２ 題材の目標  

（１）物語を見聞きし，登場人物や大まかなあらすじを知る。知・技 

（２）繰り返し出てくるせりふや歌などを手掛かりにして場面の展開や自分の出番に気付いたり，友達

や教師からの話し掛けに応じたりする。思判表 

（３）せりふの掛け合いや歌，効果音などを楽しみながら発声や表情，動き等で気持ちを表す。主 

 

３ 生徒と題材 

（１）生徒について 

   本学習グループは，１年生３名，２年生３名，３年生３名の計９名からなる自立活動を主として

学習するグループである。視覚障害の生徒が１名，医療的ケアとして吸引を要する生徒が２名，常

時酸素吸入をしている生徒が１名いる。てんかん発作への配慮が必要な生徒が多い。コミュニケー

ション面では，身近な教師からの話し掛けや教師を介した友達とのやりとりに発声や表情，身体の

動き等で応える生徒が多い。これまでの学びから，物語を繰り返し学習することで見聞きする力が

育ってきており，物語の展開に見通しと期待感をもって取り組めるようになってきた。また，せり

ふや歌，効果音等を手掛かりとした場面の切り替わりへの気付き，友達や教師とのやりとりを楽し

みながら自分なりの方法で伝えようという姿が見られるようになってきている。 

 

（２）題材について 

「物語の世界へ」では，昔話を題材とした劇を見聞きし，参加型の活動を中心に，相手の話し掛

けに応じる力，自ら発信する力を高めることを目指している。「桃太郎」は，登場人物や桃太郎の

誕生から鬼退治までの展開が分かりやすい。語りを馴染みのある秋田弁にし，その響きやリズムに

親しむことで，物語や言葉への興味関心を育んでいく。また，日常生活で使う言葉や挨拶，繰り返

しのある場面展開など，前時までの学習内容を継続して取り入れ，学習の定着を図る。友達や教師

とのやりとりを通して発声や表情，動き等で表現したことが相手に伝わり，認められる経験を積み

重ねることで，表出方法の広がりと生徒の自発的な表出への意欲を高められると考え，本題材を設

定した。 

 

（３）指導について 

   題材全体を通して 

・物語の大まかな内容が分かるように，教師が演じる「桃太郎」を見聞きする時間を設定する。 

・場面転換が分かるように，使用する歌や曲に緩急を付けたり，光を効果的に使用したりする。 

・物語の進行の要になる役を教師が演じ，生徒の反応を見ながら展開する。 

・自分の出番が分かって自発的な表出が増えるように，状況を事前予告したり，せりふの一部分やタ

イミングを伝えたりする。自分の出番に見通しがもてるようになってきたら，徐々に教師の支援を

減らして生徒の表出を待つ。 

・物語の流れが途切れないように，劇の間の評価は生徒の支援に当たる教師が即時評価し，全体では拍

手で称賛する。また，振り返りでＴ１が自分の力で役をやり遂げた生徒を紹介し，全員で称賛する。 

 

   自立活動の指導について 

・個々の児童生徒の実態に即して自立活動シートを作成し，本時の目標を達成するために，指導内容

を適宜関連付けている。 
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４ 指導計画（総時数１５時間） 

小題材名・学習内容 時数 観点 小題材の目標 

「桃太郎」の物語や登場人物を知ろう 
３ 知・技 

・教師の演じる「桃太郎」を見聞きし，登場人物

や大まかな物語のあらすじを知る。 

「桃太郎」の世界を味わおう 

 

 

９ 

本時 

(12/ 

15) 

知・技 

思判表 

主 

・「桃太郎」の登場人物や場面ごとの演出から自

分でやりたい役を選ぶ。 

・自分が担当する役のせりふや演出を覚える。 

・教師と一緒にせりふや演出のタイミングを覚

え，発声や表情，動き等で表す。 

「桃太郎」を発表しよう 

 
３ 

思判表 

主 

・自分たちのつくり上げた「桃太郎」を発表する。 

 

５ 本時の計画（総時数１５時中の１２時） 

（１）本時の目標   

  ・せりふの掛け合いや歌などを楽しみ，友達や教師の話し掛けに注目したり応じたりする。思判表 

  ・自分の担当するせりふや演出のタイミングが分かり，発声や表情，動き等で表す。主 

 

（２）個別の実態・目標・手立て 

生徒名 本題材における実態 
【題材で目指す姿】と 

本時の目標（評価基準） 

手立て 

MSゴシック：自立活動シートより 

Ａ 

１年・男 

鬼 

・教師が演じる物語の登場人物

の動きに集中して追視する

ことが多い。 

・桃太郎と鬼の綱引き場面を好

み，決着がついた時には自発

的に発声することがある。 

【せりふや効果音，歌の部分

で声を出したり，笑顔にな

ったりして物語を楽しむ】 

・綱引きの場面で自分の出番

が分かり，スイッチ教材を

押してせりふを表現する。 

・操作するタイミングが分

かるように，小道具の軍

配を提示したり，締太鼓

を鳴らしたりする。 

Ｂ 

１年・男 

桃太郎 

・物語の中の歌に合わせて発声 

したり，教師と一緒にせりふ

の音節に合わせて声を出し

たりできる。劇の登場人物の

動きを模倣して小道具を扱

うことができる。 

【自分の担当するせりふで音

節を合わせて発声する】 

・「どうぞ」に近い発音で発

声しながら小道具を友達に

手渡す。 

・小道具を手に取りやすい

ように，配置を調整す

る。 

・発声のきっかけとなるよ 

うに「せーの」などの言

葉掛けを行う。 

Ｃ 

１年・女 

鬼 

・目の前の提示物や登場人物の

動きを追視したり，照明の変

化に気付いて注目したりす

る。場面転換の歌や好きな効

果音を聞いて笑顔になり，声

を出すことがある。 

【周囲と同調して声を出し，

劇に参加する】 

・場面転換の歌を聞いて声を

出したり，劇中で交わされ

る挨拶に周囲と一緒に応じ

て発声したりする。 

・場面転換の歌で，肩に触

れたり，手を握って振っ

たりする。【コ（１）】 

・挨拶を交わす登場人物へ

注目を促し，そばで挨拶

を演示する。【コ（１）】 

Ｄ 

２年・女 

犬 

・登場人物の動きやせりふのや

りとりを見たり，歌や音楽に

反応して身体を動かしたり

するなど，物語を楽しみ，笑

顔になることが多い。 

【自分の役割でビックマック

を押したり，身体を前後さ

せたりして気持ちを表す】 

・自分の出番で犬の鳴き声を

表現するために，スイッチ

教材を押し，身体を揺らす。 

・歌の終わりの部分で押し

やすい場所にビックマ

ックを置いたり，自分で

気付けるようにビック

マックに好きな模様を

付けたりする。【コ（１）】 

Ｅ 

２年・女 

鬼 

・大きな音や光の変化に敏感に

気付くことができ，場面転換

時に変化することで目を大

きく開いてよく見ている。 

【せりふの掛け合いや歌，効

果音，光などを楽しみ，気

持ちを表情や視線の動きで

表す】 

・太鼓等の効果音や照明の変

化に気付いてそれを楽し

み，表情等で気持ちを表す。 

・歌や効果音に気付けるよ

うに本人の側で歌った

り，太鼓や金属音等の

様々な音色の鳴る楽器

を用意したりする。【コ

（１）】 
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Ｆ 

２年・男 

鬼 

・｢はい｣｢おねがい｣等の４音字

程度のせりふを不明瞭では

あるが，発声するようになっ

た。回を重ねるごと友達や教

師のせりふに対して応答し，

発声するようになってきた。 

【せりふや音楽などを聞い

て，自分のタイミングが分

かり，自分から発声する】 

・友達や教師のせりふを聞き，

タイミングに合わせて，｢は

い｣｢おねがい｣を発声する。 

・せりふの最初の一文字を

言葉掛けしたり，身体に

触れて発声のタイミン

グを伝えたりする。【コ

（２）】 

Ｇ 

３年・男 

猿 

・視覚障害があり，その時々の

状況を伝えることで，安心し

て学習に取り組んでいる。分

かる歌や擬音，繰り返し覚え

たせりふの一部を発声で伝

えられるようになってきた。 

【教師の話し掛けに応じ，自

分の気持ちを発声で表す】 

・鬼退治の場面で動物の鳴き

声，友達や教師のせりふの

一部を聞いて「ありがとう」

などと話す。 

・出番が近づいたら「次だ

よ」と予告する。「どう

も」「せーの」など，せ

りふのきっかけとなる

言葉を教師が伝える。

【コ（２）】 

Ｈ 

３年・女 

鳥 

・物語の中で繰り返し流れる歌 

 を聴き，身体を動かしたり手 

を合わせる動作をしたりし

て楽しさを表す。また，教師

が演じる登場人物の方に身

体を向け見ようとする。 

【挿入歌を聴き発声したり手

を合わせる動作をしたりし

て楽しい気持ちを表す】 

・教師の言葉掛けに応じ，ス

イッチ教材を操作して鳥の

鳴き声を表現する。 

・覚醒を高めリラックスで 

きるよう姿勢に配慮す

る。【健（１）】 

・身体に触れたり，操作し 

やすい場所にスイッチを

置いたりする。【コ（１）】 

Ｉ 

３年・女 

 

・服薬の影響で眠気が強い。繰

り返し学習したことは見通

しをもって取り組み，好きな

歌の一部を歌ったり，せりふ

の一部を話したりできる。 

【物語の話の流れが分かり，

せりふの一部を話す】 

・「どうぞ」とせりふを言っ

たり，きびだんごを桃太郎

に渡したりする。 

・覚醒を高めるため興味を

引く小道具を準備する。 

【健（１）】 

・せりふの一部を教師が言

うことで，発声のタイミ

ングを伝える。【コ（２）】 

 

（３）学習過程 

時間 

（分） 
学 習 活 動 指導上の留意点 準備物 

10:55 

(5) 

11:00 

(5) 

 

 

１ 劇の衣装に着替える。 

 

２ 本時のめあてを知る。 

 

 

 

・劇を演じることへの意欲を高めるために，衣装

への着替えや気持ちを整える時間を設定する。 

・めあてが分かるように，物語の中のせりふなど

を具体的に取り上げて伝える。 

 

 

・衣装 

・ペープサート 

・ホワイトボード 

 

 

 

11:05 

(35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 「桃太郎」の劇に参加す

る。 

 

 

 

 

 

 

・Ｔ１はナレーション，Ｔ６は音響を担当し，物

語の世界観を演出しながら進行する。 

・物語全体の流れが分かりやすいように，桃太郎，

おじいさん，おばあさん，鬼の役をＴ２～Ｔ５

が役になりきって演じる。 

・生徒の主体性を引き出すために，教師の支援を

最小限にとどめる。また，生徒の表出がみられ

たら側にいる教師が言語化して認める。 

・キーボード 

・大型絵本 

・音響機材 

・小道具 

（桃，包丁，川

ご飯，きび

団子，綱，

宝物など） 

・鬼ヶ島 

・楽器 

・ビッグマック 

・スポットライト 

など 

【場面１】桃太郎誕生 ・桃太郎とおばあさんの掛け合いを楽しんで見ら

れるよう，大きさの違うおにぎりを順番に出し

たり，秋田弁を交えたやりとりをしたりする。 

【場面２】仲間との出会い 

 ・犬 

 ・鳥 

 ・猿 

・桃太郎が仲間と出会う展開に見通しをもって楽

しめるよう，同じ流れを繰り返す。 

・次の場面に進むことが分かるよう，場面転換で

桃太郎が生徒の前を周回しながらテーマ曲を

歌うようにする。 

【めあて】 つたえる  ・感じた気持ち  ・せりふ（声や表情，動き） 

おばあ 

さん 
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  ・桃太郎が仲間に誘うやりとりやきび団子の受け

渡しが生徒同士で行えるように，動物の鳴き声

の入ったスイッチ教材を準備したり，生徒の位

置取りに配慮したりする。 

 

【場面３】鬼退治 

 

・鬼ヶ島に到着する場面で状況が大きく変化した

ことに気付いて気持ちを表せるように，光や音

響等を効果的に使用する。 

・鬼を「やっつけよう」とする気持ちを高めるよ

うに，鬼役の教師は大きな動きを心掛け，生徒

の表出を待って物語を進行する。 

・桃太郎と鬼の親分の対決では生徒が自分の力で

対決できるよう，引っ張り相撲を取り入れる。 

11:40 

(5) 

４ 本時の振り返りをする。 

 

・Ｔ１は担当する役を自分の力でやり遂げた生徒

を紹介する。また，生徒の支援に当たった教師

は具体的な言葉で補足し，全員で称賛する。 

 

 

（４）配置図 

窓 側 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入口側 

 

【教師の役割】 

Ｔ１：ナレ，Ｔ２：おばあさん，Ｔ３：桃太郎，Ｔ４：鬼，Ｔ５：おじいさん兼生徒のケア対応， 

Ｔ６：音響，Ｔ７～Ｔ９：生徒のケア対応 

  ※網掛けのＴは登場人物を演じ，物語の進行の要として生徒の反応を見ながら物語を展開する。 

 

（５）評価の観点 

＜生徒＞＊個別の目標（評価基準）を基に評価する。 

  ＜教師＞・生徒が自分の役のせりふや動きなどが分かって表現しようとするための話し掛け，間の

取り方，気持ちのくみ取り，即時評価など教師の支援は適切であったか。 

 

ホワイトボード 

Ｆ 

Ｅ 

 Ｃ 

 

Ａ 

 

Ｂ 

 

Ｇ 

 

Ｄ 

 

Ｉ 

Ｈ 

Ｔ１ 

Ｔ２ 

Ｔ４ 

Ｔ５ 

Ｔ３ 

Ｔ７ 
Ｔ９ 

Ｔ８ 

照明 照明 照明 小道具 小道具 

衝立 衝立 

導入と振り返りのみ使

用する。劇中は撤去 
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Ⅳグループ研究について 

（訪問：自立活動を主とする学習グループ） 

 

１ 研究テーマ 

 

 

 

２ 研究テーマについて 

  本グループにおける「自分の力を存分に発揮する姿」は「児童生徒が働き掛けに気付

いて、応えようとする姿」と捉えている。これは、研究１年次に本学習グループを指導

する教師で検討し、決めたものである。  

 本グループは、児童生徒の自宅や本校に隣接する医療療育センターへ教師が訪問して

授業を行っており、主として自立活動を学習している。昨年度作成した自立活動シート

の年間目標に基づいて指導内容や手立てを設定し、実践していく中で、実態把握をしな

がら見直しや改善を行っていく。他教科との関連がない自立活動を主とする学習グルー

プにおいて、活用しやすい自立活動シートの内容や様式についても考えていく。  

 

３ 研究仮説  

自立活動の授業づくりにおいて、指導の根拠となる自立活動シートを活用し、実態把

握や指導内容の選定、授業改善を行うことで、児童生徒が働き掛けに気付いて、応えよ

うとする姿が見られるようになるだろう。  

 

４ 研究内容と方法  

（１）自立活動シートの作成と活用  

  ・記入されている実態の中で、「児童生徒が働き掛けに気付いて、応えようとする

姿」に下線を引き、現時点での実態を現担任が把握する。  

  ・活用しやすい自立活動シートについて話し合う。  

  ・自立活動シートを日々の指導記録ファイルに挟み、必要に応じて見直す。  

 

 

 

 

（２）授業づくり  

 １）指導記録を活用した PDCA サイクルの授業づくり  

  ・「教師の働き掛けと児童生徒の応える姿」を意識して指導記録を記入。 

・その日の授業のねらいに関連の深い学習内容と児童生徒の応える姿に下線を引

く。下線については○△で評価、改善点を記入して次回の授業づくりに生かす。 

 ２）複数での実態把握と授業改善  

  ・ビデオによる実態把握と、年間目標、指導内容等について検討する。  

  ・授業研究会の実施（教育専門監、研究主任が参加）  

児童生徒が働き掛けに気付いて、応えようとする姿を目指した授業づくり  

【評価の観点】  

・自立活動シートから、「児童生徒が働き掛けに気付いて、応えようとする姿」を把

握できたか。  
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（３）研究の評価  

  ・自立活動シートと指導記録を活用した授業づくりにおいて、有効だった項目、

方法について話し合う。  

 

 

 

 

５ 研究計画 

期 日 研究・研修  内容等  

５／２１（火） グループ研①  研究計画について  

６／１８（火） グループ研②  自立活動シートの活用、指導記録の書き方  

７／ ９（火） グループ研③  抽出生徒の実態把握  

８／２７（火） グループ研④  抽出生徒の年間目標について  

９／１７（火） 授業研 小学部５年４組、高等部１年４組授業提示  

１０／ １（火） 事前研 中学部１年４組授業提示 

１０／１５（火） グループ研⑤  指導案検討  

１１／１９（火） グループ研⑥  中学部１年４組改善授業 

１１／２６（火） 公開研究会  （ＶＴＲ）中学部１年４組授業提示  

１２／１７（火） グループ研⑦  研究の評価  

１／２１（火） グループ研⑧  まとめ 

２／ ７（金） グループ研⑨  まとめ、次年度の課題  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価の観点】  

・目標設定や学習内容が妥当であるか検証し、改善することによって、児童生徒の変

容につながったか。  

【評価の観点】  

・自立活動シートや指導記録を効果的に活用して授業づくりができたか。  
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６ 研究実践 

（１）自立活動シートの作成と活用 

・「自立活動シート（１）実態把握」の中で、児童生徒の「応える姿」に当たる

箇所に赤ペンで下線を引いた。  

 

・「（１）実態把握」が自立活動の区分に沿って表記されているので、教育資料の

実態表より見やすい。年間目標を前年度末に前担任が設定したので、昨年度の

学習状況が反映され、学習を進める上で基準となり良かった。  

 

・訪問指導の場合、教育の内容は「自立活動」「特別活動（主に行事）」のみであ

り、担任一名でほぼ全ての授業を行っている。そのため、通常の様式における  

「（４）選定した項目に関連付けた指導内容と指導場面」は実状に合わないと感

じた。そこで、本グループでは、「（４）選定した項目に関連付けた指導内容と

指導場面」の部分を自立活動年間指導計画に替えて、授業づくりに活用するこ

ととした。 

 

 

 

 

 

（２）授業づくり  

１）指導記録を活用した PDCA サイクルの授業づくり  

学習のめあてを記入し、特にめあての達成に向けて関連の深い教師の働き掛けと

児童生徒の応える姿に      を引いた。また、めあての評価を○△で記入

した。（図１）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図１）  

（４）選定した項目に関連付けた指導内容と指導場面を自立活動年間指導計画 

に替える。 
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活用してみて、次のような意見が出た。  

・学習のめあてが明確になった。  

・あえて△を付けるようにし、改善するように努めた。  

・線を引く箇所を明確にする必要がある。  

・大事なことだけを記入し、引継ぎ資料として見やすくする。  

・記録に時間を掛けず、教材研究の時間に充てる。  

従来使用していた指導記録を活用することで、負担がなく、かつ児童生徒

の「応える姿」に焦点をしぼった授業改善をすることができた。  

 

２）複数での実態把握と授業改善  

①授業研究会の実施  

 教育専門監、研究主任が参加し、ＶＴＲ視聴によるミニ授業研究会を実施した。  

 

【小学部５年 在宅訪問】  

○題材名 きらり祭がんばろう！  

○本時の目標   

・教師の問い掛けに対し、ポスターの星柄の配置やお花紙  

 の色を、視線で選択したり手の動きで応えたりする。  

○手立て  

・「使いたい方を見てね」などの言葉掛けをしてから、  

【高等部１年  在宅訪問】  

○題材名 きらり祭に向けて  

○本時の目標   

・自分なりに配色やレイアウトを考え、自分の考えを  

目の動きで教師に伝えながら完成を目指す。  

○手立て  

・配色やレイアウトのイメージができるように、テレビ  

に複数の見本を映す。  

・意見を正確に汲み取れるよう、気持ちに沿った  

言葉に置き換えて問い掛けながら進める。  

○課題（●）、改善点（★）  

★擬音語に何度も反応していた。好きな言葉を集め、  

言葉とリンクさせて目の動きを活性化する。たくさん  

遊んで主導権を生徒に預け、たまに質問するくらいが  

よいのではないか。  

 ★本児の実態から興味関心のある活動のバリエーションを  

もち、どの活動で一番意思表示をしたか、それを「選択」  

と捉える考え方もある。  

 ●何のために選ぶのか、選んだことが何につながるのかを再考する必要がある。  

タブレットとテレビを

つなぎ、手元を見ながら

色を付ける  
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「どっち」と問い掛ける。  

・できあがりをイメージして選択できるように、星型を切り抜いた型紙とお花紙を  

貼った物を準備したり、カーボン紙を活用したりする。  

○課題（●）、改善点（★）  

 ●「選択した」ことによって、本児にどんな「いいこと」が起きるのかを考える。  

 ★選択することを「応える」姿として追及するならば、「即時に結果として見える→  

即時に評価できる→即時に喜びが実感できる」ということを大事にする。  

★教師の質問に応えるだけが選択ではない。児童生徒が意欲的に活動する学習を考え、

どれだけ集中したか、夢中になったか、応答が多かったかによって、「前時の～よりも、

今日の◇の方が好きなんだね」と教師が意味付けすることで、その活動を「選択した」

ことになる。  

 

②抽出生徒の授業づくり  

 研究対象として１名の生徒を抽出し、自立活動シートの作成・検討から、授業

づくり・授業改善を行った。  

【中学部１年 在宅訪問】  

ａ）自立活動シートの作成  

自立活動シートによる実態把握（応える姿に下線）  

 

 

 

 

 

 

 

 

○年間目標（前年度設定）  

・教師からの質問や問い掛けに対して、表情や身体の動きで気持ちを伝えたり、二

択の選択で応えたりする。  

○実態把握（特に応える姿）と目標に関する検討会  

＜応える姿＞  

・感触の違いで、快・不快（好き・嫌い）を表情で伝えている。  

・手元に置かれた素材に指を動かす。  

・「始めます」「おー（掛け声）」「終わります」で口を動かす。  

＜今後に向けて＞  

・二択のときに、両方選びたいときもあるのではないか。選択することで、一方し

かできなくなるのであれば選ぶことは辛くなってしまう。  

・生徒のこうなってほしいというゴールをどこにするか。  

年間目標について再度検討、見直し  
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○改善した年間目標  

・教師からの働き掛けに対して、表情や身体の動きで気持ちを伝えながらやり取り

を楽しむ。  

・自分のアクション（表情での表出やスイッチ操作等）で変化が起こることに気付

き、自分で動かせる部位を動かす。  

 

ｂ）授業実践  

○題材名 「○○○（生徒名）のぱんやさん」  

○題材の目標   

・教師や友達とのやり取りや素材の感触を楽しみながら、表情や手の動きなどで気  

持ちを表現する。  

○題材について  

・「ひつじぱん」という絵本を題材にしたお話遊びである。シンプルで見やすいイラ  

ストと簡単な言葉がリズミカルに繰り返し登場し、展開が分かりやすい。  

・教師とのやり取りを楽しみながら、自発的に手指や腕を動かすパン作りの見立て

遊びを展開する。  

・自分の表情の変化や手指の動きが相手に伝わり、褒められる経験を積み重ねるこ

とで、さらに気持ちを表出しようとする力を高めると考える。  

○教師の支援  

・腕を動かしやすくするための教材を用意する。  

・生徒の好きなスキンシップを取り入れる。  

・表情や手のわずかな動きに注目し、生徒の気持ちを  

読み取りながら言葉にして伝え、やり取りをする。  

・歌や掛け声等の合図で次の活動を伝える。  

○成果と課題  

＜読み聞かせ＞  

・シンプルに絵本を読み聞かせているときの表情が  

よいので、途中で言葉を挟まない方がよい。  

・「はじまり、はじまりー」の掛け声で笑顔が見られ  

たので、「おーしーまい」や終わりの歌などがあっ  

てもよい。  

＜教材＞  

・滑る素材で手の動きを引き出す教材の工夫がよかった。  

・より腕が動きやすい工夫。（脇の下にクッションをはさむ、体操で腕を動かす）  

・パンを伸ばす動作で音が鳴るように、きりたんぽスイッチを横に使ってみる。  

＜手立て＞  

・素材を堪能することを大切にする。  

・言葉を届ける姿勢をもつ。  

＜評価＞  

・自分で動かせたことと、教師が喜んでくれたことが嬉しそう。即時評価できている。 

傾斜をつけた作業台  
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ｃ）改善授業  

○改善授業  

・本時の目標がしぼられた。  

・U 字型のクッションを脇の下にはさむことで、指の  

動きが大きくなり、喜んでいる表情が見られた。  

・パン生地に見立てたスポンジを伸ばすときに、生徒  

の腕の動きに合わせて引っ張り遊びを取り入れたこ  

とで、やり取りを楽しむ表情が見られた。腕を引き  

寄せる動きも大きくなり、意欲の高まりを感じた。  

（３）研究の評価 

１）自立活動シートについて  

   ・自立活動シートの項目を、自立活動の年間指導計画に替えることで、目標設定  

の根拠から指導内容までの流れが分かりやすくなった。  

   ・年度末に変容や年間目標について担任が見直し、次年度につなげる。  

２）指導記録について  

   ・「めあて」と「ねらい」の違いを明確にして指導記録に記入することで、「ねらい」

を意識した授業づくりや評価がしやすくなった。  

・授業のポイントに下線が引いてあるため、引継ぎ資料として見やすくなった。  

・授業の改善点が見付かった。  

・PDCA サイクルが分かりやすくなった。  

 

７ まとめ 

【成果】  

 ・自立活動シートを活用して年間目標を見直したことで、題材の目標、本時のねらいの

ポイントが絞られた。  

・児童生徒の気持ちを汲み取るために、学習活動の中で選択する場面を設定することは

多い。一対一の指導の中で、本当に児童生徒の気持ちを汲み取れているのか、どの教

師も不安に感じるところである。「選択する」姿とは何かを改めて検討し、考える機会

となった。その中で、選択のための質問をするだけでなく、児童生徒が活動に夢中に

なる授業づくりをしていく中で、児童生徒の応える姿を教師が「選んだ」と意味付け

するということも「選択する」姿であると確認することができた。  

 

【課題】  

 ・指導記録を活用した授業づくりは継続し、ねらいを絞って授業を行う。  

 ・年間目標の見直しを、時期を決めて実施する。  

 ・訪問指導は自立活動を主とする学習グループである。しかしながら、学習指導要領の

改訂に伴い、個々の指導内容を見直してみると、教科の要素を取り入れている児童生

徒もいる。今後は、各教科と自立活動との関連を改めて見直し、個々の「目指す姿」

にせまるための教育課程はどうあればよいか考えていきたい。  
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中学部 第１学年４組 自立活動（訪問） 学習指導案 

 

日 時   １０月２１日（月） 

   １０：３０～１１：５０ 

                                   （本題材４５分） 

場 所  対象生徒自宅（秋田市） 

指導者  佐藤友香 

               

１ 題材名  「○○○のぱんやさん」                                                  

 

２ 題材の目標  

・教師や友達とのやり取りや素材の感触を楽しみながら，表情や手の動きなどで気持ちを表現する。 

〈環境の把握（１），人間関係の形成（１），コミュニケーション（１）〉                        

 

３ 生徒と題材 

（１）生徒について   

本生徒は，自宅で週２回１日８０分，自立活動を中心とした学習をしている。気管切開し，２４時

間人工呼吸器で酸素を吸入している。学習時は常時仰臥位の姿勢で過ごし，パルスオキシメーターで

心拍数，酸素飽和度を計測し，必要に応じて吸引をしている。経鼻経管で栄養と水分を摂取している。

小麦粉アレルギーがあるため，使用する教材や素材に配慮している。 

人との関わりやスキンシップを好み，言葉掛けに応じて口や舌を動かして応えたり，笑顔になった

り，頭を揺らしてうれしい気持ちを表現したりする。感触の違いを感じて，苦手な物に触れると固く

目を閉じたり顔をしかめたりする。自発的な動きは少ないが，物を握るように指先を動かすことがで

き，わずかだが腕全体を自分の方に引き上げる動きが見られるようになってきた。 

同じ学年の友達との関わりを継続しており，友達の笑い声を聞くと笑顔になる。スクーリング等で

直接友達と関わる活動では，普段より大きく目を開け，指先や口を動かす様子が見られる。 

 

（２）題材について 

本生徒はこれまでのお話遊びで，読み聞かせや感触遊び，楽器遊び等を行ってきた。同じ流れで活

動を繰り返すことで，絵本を提示すると笑顔で期待感を表す等，活動に大まかな見通しをもって気持

ちを表す姿が見られるようになってきた。手指の動きがあった際に称賛するとそれに応じてさらに動

かそうとする等，関わりを楽しみ，応えようとする姿も見られる。 

本単元は「ひつじぱん」という絵本を題材にしたお話遊びである。シンプルで見やすいイラストと

簡単な言葉がリズミカルに繰り返し登場するお話で，展開が分かりやすく，生徒が安心して活動する

ことができる。また，パン作りの見立て遊びをする中で，教師とのやり取りを楽しみながら，自発的

に手指や腕を動かす活動を取り入れることができる。自分の表情の変化や手指の動きが相手に伝わり，

褒められる経験を積み重ねることが，さらに気持ちを表出しようとする力を高めるのではないかと考

え，本題材を設定した。 

 

（３）指導について 

・体調に応じた学習ができるように，指導の前に健康観察を行い学習時間や内容に配慮する。 

                         【心理的な安定（１）】 【人間関係の形成（１）】 

・表情や手のわずかな動きに注目し，生徒の気持ちを読み取りながら言葉にして伝え，やり取りをする。  

    【心理的な安定（１）】【人間関係の形成（１）】 

・楽しく学習ができるように，生徒の好きなスキンシップを活動に取り入れる。【コミュニケーション(１)】 

・自発的に手指や腕を動かして主体的に活動できるように，腕を動かしやすくするための教材を用意する。

【環境の把握（１）】 

・活動に見通しをもてるように，歌や掛け声等の合図で次の活動を伝える【人間関係の形成（１）】 
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４ 指導計画（総時数１３時間） 

小単元（題材）名・学習内容 時 数 学習内容 

「ひつじぱん」 １ ・絵本の読み聞かせを聞く。 

「○○○のぱんやさん」 

 

１0 

本時8/10 

・「ひつじぱん」のお話を聞く。 

・パン作りの見立て遊びをする。 

・友達にプレゼントを作る。 

友達にプレゼントしよう １ ・きらり祭で友達にプレゼントを渡す。 

楽しかったね「○○○のぱんやさん」 １ ・パン作りの見立て遊びをする。 

・学習を振り返る。 

 

５ 本時の計画（総時数１３時中の９時） 

（１）本時の目標   

・パン作りの見立て遊びで，教師とのやり取りを楽しみ，手指や腕を動かす。 

 

（２）学習過程 

時間 

（分） 

学 習 活 動 指導上の留意点 準備物 

5分 

 

 

 

10分 

 

 

 

 

 

 

 

3分 

 

 

 

 

27分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「ひつじぱん」のお話を聞

く。 

 

 

２ ２種類の素材に触れる。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 「○○○のぱんやさん」の

準備をする。 

 

 

 

４ パン作りの見立て遊びを

する。 

 

 

 

 

 

 

・活動の始まりに期待感を感じられるように予告

の言葉掛けをし，手に触れて始まりを伝える。 

・児童が視線を向けやすい位置に絵本を提示する 

 

・表情や手の動きで気持ちを表すことができるよ

うに，「ふわふわ（毛糸）」と「ちくちく（たわ

し）」の２種類の素材を用意し，「どちらが好き

ですか」と聞きながら１種類ずつ握らせる。 

・生徒の指の動きや表情の変化を言葉にして伝

え，「好き」の表情が見られた際は，素材の感

触を楽しむ時間を多めに取る。 

 

・活動に見通しをもち，期待感を感じられるよう

に言葉掛けをし，音楽を流しながら準備を行う。 

・腕を動かしやすいように肘の下にビニールを敷

き，手元に傾斜を付けた台を置く。 

 

・やり取りの楽しさを感じられるように，表情か

ら気持ちを読み取って言語化して伝えながら，

生徒の腕の動きに合わせて引っ張り遊びをした

り，絵本に出てくる言葉を話したりする。 

・手指や腕を動かした際は頬や頭に触れながら「上

手」と言葉掛けをして称賛する。  

・腕をうまく動かせないときは，何度か一緒に動

かしたり肘に手を添えて支援したりする。 

・楽しそうな表情が見られたときは「もう一回や

りますか」と聞きながら活動を繰り返す。 

・パンの形のクッションを提示し，絵本に登場す

る言葉を話しながら「今日もおいしいパンが焼

けました。」と伝え，学習を終える。 

・絵本 

 

 

 

・ひつじ 

２種類 

 

 

 

 

 

 

・エプロ  

 ン 

・ビニー 

 ル 

・三角台 

・素材 

 

・折り紙 

・スポン   

 ジ 

・麺棒 

 

 

 

 

 

・クッシ

ョン 

             

（３）評価の観点 

＜生徒＞＊個別の目標（評価基準）を基に評価する。  

＜教師＞・生徒の表情や手の動きに注目し，気持ちを適切に言葉にしてやり取りすることができたか。 

・生徒が自発的に手指や腕を動かすための手立ては適切だったか。 



 

 

Ⅲ 自立活動の実践 
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自立活動実践事例集 

 本資料には、各学習グループ２名ずつ、自立活動の実践を掲載する。自立活動の時間における指導及
び各教科等における指導を事例として挙げるとともに、単元・題材または特定の期間における児童生徒
の成長についてまとめた。 
 

準ずる各教科等を学習するグループ 
事例１  中学部１年 男子 
指導内容                     自立活動の年間目標（抜粋） 

 

 

 

各教科等における指導「社会科」の事例より 
 

ある日の学習展開 自立活動の指導に関する配慮点 

１ ＥＵ離脱に関するイギリスの動きやＥ 

 Ｕの課題について、資料を見ながら予想 

する。（カードを作る） 

・ 視点（人・物(輸出入)・金）ごとにメリット・デメ 

リットを書き込むことができるカードを準備する。 

２ ＥＵ離脱についての意見を出し合う。 
   

・ 

 

 

・ 

相手の意見を聞いた上で、自分の意見を発表するよ 

うに、生徒同士を「離脱賛成派」とし、教師を「離 

脱反対派」とする。 

スムーズに意見が出せるようにキーワードのカー 

ドを用意したり、教師が仲介したりする。 

３ めあてについて、自分の結論を簡潔に 

 記述してまとめる。 

・ 

・ 

話し合いをもとに要点を書くように伝える。 

１月に迫った新たなＥＵ離脱期限を伝え、イギリス
が出した決断について注目するように伝える。 

生徒の姿  

 

  

自立活動の時間における指導の事例より  

 
ある日の学習展開 自立活動の指導に関する配慮点 

１ 廊下手すりを使っての伝い歩きをす 

る。 

・ 

 

・ 

筋力を維持できるように、体育の準備運動の時間と 

自立活動の時間に活動設定する。 

安全に配慮しつつ、長い距離を移動できるように、 

中央廊下の手すりを活用したり、階段歩行の機会を 

設けたりする。 

２ テプラを使ったタイピング練習をす 

る。 

・ 

 

・ 

 

・ 

役割と責任を意識できるように、中学部のファイル 

ラベルの作成課題を用意する。 

依頼通り作成できたか確認できるように、見本と完 

成品の照合の時間を設定する。 

適切なタイミングと正しい言葉遣いで確認・報告が 

できるように、教師が言葉掛けするとともに、自主 

的な発言を称賛したり、訂正を指示したりする。 

３ 人づきあいに関するロールプレイング
をする。 

・ 具体的に、自分の身に置き換えてイメージできるよ 

うに、教師の体験談や身な場面設定をする。 

生徒の姿 

 

 

 

 

場の雰囲気や相手の気持ちに注意を向ける 
３(２)他者の意図や感情の理解に関すること 
６(５)状況に応じたコミュニケーションに関すること 

 

・自分の意見をクラスの友達に伝えることができた。 

・相手に合わせて、状況に応じた受け
答えをする。 

・ほぼ指１本のタイピングながら、ローマ字入力や見本通りの
入力と照合するようになってきている。 

・自分から敬語や丁寧語を用いて、質問や完成報告ができるよ
うになってきた。 

日々の生活の中での成長 ・自分の発言だけでなく、教師や友達の話を聞きながら、
それに対して丁寧な言葉遣いで的確に答えるというよ
うに、対話する場面が増えてきている。 
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事例２ 高等部２年 男子 

指導内容                     自立活動の年間目標（抜粋） 

 

 

 

  

 

 

各教科等における指導「現代社会科」の事例より 
 

ある日の学習展開 自立活動の指導に関する配慮点 

１ 本時の目標「インターネットにおける 

 権利の主張の仕方について考える」を知 

る。 

問：インターネットの「食べログ」口
コミページの事例から思ったこと
を書いて発表する 

・ 

 

 

・ 

討論課題についてのイメージをもち、積極的に自信
をもって発表できるように、具体的なホームページ
の事例を提示する。 

発表しやすいように、自分の考えをまとめる時間を 

もつ。 

２ 「書き込みは自由だ」の立場と「書き
込みにも限度がある」の立場になって根
拠をまとめて、２人で討論する。 

   

・ 

 

・ 

討論しやすいように、自分の考えをまとめる時間を 

もつ。 

友達の考えや意見、様々な見方があることがわかる 

ように、討論しながら板書で生徒個々の意見のキー 

ワードをまとめる。 

３ インターネットにおける主張について 
自分の意見を発表し、お互いの考え方に 
ついて評価する。 

・ 考え方を生徒同士で評価、共有できるように、発言 
されたキーワードを板書する。 
 

生徒の姿 

 

 

 

 

 

時間における自立活動の指導の事例より 
 

ある日の学習展開 自立活動の指導に関する配慮点 

１ 本時の目標「ｅスポーツについて多く 

の人に伝える作文を書く」を知る。 

・ 

 

・ 

プラス思考で物事を考える機会として、好きな話題
を多くの人に伝える設定で、作文課題を提示する。 

自分の考えをプラス思考でまとめられるように、文 

章構成のルールとして「感動」「色彩の例え」「今 

日性」「物語性」「データに基づく」「決意」「明 

るさ」を網羅するように伝える。 

２ 作文を読んで発表する。 ・ 

・ 

良い箇所を称賛の言葉で即時評価する。 

必要に応じてポジティブな言い換えをする（リフレ
ーミング）。 

生徒の姿 

 

 

 

 

 
 

集団活動や話し合い活動 
２(１)情緒の安定に関すること 
３(１)他者とのかかわりの基礎に関すること 
 (３)自己の理解と行動の調整に関すること 
６(１)コミュニケーションの基礎能力に関すること 
 (２)言語の受容と表出に関すること 
 (５)状況に応じたコミュニケーションに関するこ

と 

・体調と気持ちをコントロールする方
法を考えて実行する。 

日々の生活の中での成長 

・役決めで「表現の自由」の主張者になりきり、友達の「名誉 
権」の立場の意見に対し、「個人の感想であること」、「個人の 
感想を参考にしている人がいること」等、よどみなく自分の 
意見を述べていた。 

・まとめで「周囲の意見に配慮する」という二つの権利の兼ね
合いを判断した意見をしっかり述べていた。 

 

 

・「色彩の例え」等、資料に頼らず、自分の言葉で作文作成に取 
り組んでいた。 

・「eスポーツ」の課題に触れながら、期待感を相手に与える文
章表現ができていた。 

 

 ・欠席欠課時数が昨年度に比べて減った。 
・夏季休業中５日間の現場実習を無遅刻無欠勤で参加
し、手作業を自分なりに工夫することができた。 

・交流学習や友達との討論場面の臨機応変な対応、笑顔
が見られた。 
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知的代替の各教科等を学習するグループ 
事例１ 小学部６年 女子 
指導内容                       自立活動の年間目標（抜粋） 

 

 

 

 

  

 

各教科等における指導「生活単元学習」の事例より 

 
ある日の学習展開 自立活動の指導に関する配慮点 

１ 「あいさつスタンプラリー」全体の 

様子に気を配り、友達が困っていたら 

声を掛けたり手伝ったりする。 

・ 

 

・ 

学級の友達全員に目を向けることができるような配
置にする。 

各自の「がんばりポイント」を記したホワイトボー 

ドを掲示する。 

２ 「あいさつスタンプラリー」練習１ 

回目のあと、相談タイムでグループご 

とに改善点について話し合う。 

・ 良かったところや改善点を友達に分かりやすく伝え 

られるように、あいさつのポイントを記載したチェ 

ック表（イラスト入り）を準備する。 

児童の姿 

  

 

 

 
 
時間における自立活動の指導の事例より   
 

ある日の学習展開 自立活動の指導に関する配慮点 

１ 体を動かし心身のリフレッシュを
図る。（ランニング、ウォーキング、
縄跳び、バドミントンなど） 

・ 気持ちの安定やリフレッシュが図られるように、 

自立活動の時間のほか、朝の会の前に毎日時間を 

確保して行う。 

２ 普段の生活を振り返って、自分自身
の気持ちやその変化について考える。 

 

・ 

 

・ 

自分の気持ちを具体的に考えられるように、イラ 

ストや「気持ちマーク」を活用する。 

気持ちを聞き取り、言葉で整理しながら、解決方 

法を一緒に考える。 

児童の姿 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安定した気持ちで相手とかかわる 
１(１)生活のリズムや生活習慣の形成に関すること 

(４)障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること 
２(１)情緒の安定に関すること 
３(１)他者とのかかわりの基礎に関すること 

(４)集団への参加の基礎に関すること 
６(５)状況に応じたコミュニケーションに関すること 

・安定した気持ちで学習に向か
い、集中して取り組む。 

 

日々の生活の中での成長 ・気持ちが沈んでも長く引きずることが少なくな
った。 

・友達と談笑しながら日頃の悩みを明るく話題に
したり、お互いに励ましあったりする姿が見ら
れるようになった。 

・気持ちが安定し自信をもって行動することが増
えた。周囲の様子に気づいて行動する場面も増
えてきている。 

 

 

・寝不足や気持ちが落ち込んでいる時でも、気持ちを切り
替えて１日をスタートできることが増えた。また、その
効果を実感し、自ら教師を運動に誘うようになった。 

・時間的な間隔をおかれてう余裕がもてると、自分の気持
ちの変化を客観的にとらえ、冷静に考えられるようにな
った。 

 

・友達と相談して問題解決しようとしたり、相手の様子に
気づいて工夫したりする姿が見られた。 

・友達の様子や周りの状況を見て、自分の考えを伝え、協
力する姿が見られるようになった。 
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事例２ 中学部３年 男子 

指導内容                        自立活動の年間目標（抜粋） 

 

 

 

  

 

 

各教科等における指導「（作業学習）」の事例より 

 
ある日の学習展開 自立活動の指導に関する配慮点 

１ 作業学習で、牛乳パックのラミネー 

 トフィルムをはがす。 

・ 引っ張ることで上紙がきれいにはがれるように、 

紐の片側にダブルクリップを、もう一方にリング 

を付ける。ダブルクリップで上紙をはさみ、指二 

本をリングに通す。 

２ ラミネートフィルムをはがし終える 

 度に、発声で「できました」の意味を 

 伝える。 

・ 上紙をはがしている途中で報告した場合は、正し 

い報告の仕方を伝える。 

３ まとめの会に参加し、出来高を報告 

 したり、他のグループの報告を聞いた 

りする。 

・ 二者択一で答えるように、出来高を報告するとき 

は数値を描いたボードを２つ提示する。友達の発 

表聞くときは、発表者がよく見える方向に顔を向 

けるように言葉を掛ける。 

生徒の姿 

 

 

  

 

 

時間における自立活動の指導の事例より   

 

ある日の学習展開 自立活動の指導に関する配慮点 

１ ボッチャのボールを握って持ち上げ 

る。 

・ 

 

・ 

手首、肘、肩等の緊張を十分に緩めてから活動に臨 

む。 

受け取る位置を徐々に上げ、さらなる握る力や持ち 

上げる力を引き出す。 

２ ボールの提示位置から判断して両手 

を活用したり、色指定に従ってボール 

を選んだりする。 

・ より近い方の腕を伸ばしてボールをつかむ判断がで 

きるように、ボールを置く位置を調整する。 

生徒の姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上肢を使い、つまむ、押す、持ち上げる 

５（１）姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること 
 （２）姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に 

関すること 

 （５）作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること  

６（１）コミュニケーションの基礎能力に関すること 

 

 

・上肢を使い、つまむ、押す、持ち

上げる等の動作を円滑に行う。 

日々の生活の中での成長 ・作業の時間いっぱい活動に集中できるようにな
り、５日間の作業学習週間でも安定して活動で
きた。 

・二者択一、三者択一で質問に、よく考えて答え
るようになった。 

・生徒が紐を引っ張りやすいように、紐の持ち手や長さを
調整したことで、効率よく活動できるようになった。 

・時折意欲的になり過ぎて、教師が牛乳パックをセットす
る時間を待ちきれないこともあった。紐を引っ張るタイ
ミングや報告するタイミングも的確になった。 

 
 

 

・日常的生活の中で両手を伸ばし、つかむ、引っ張る等の
自発的な動きが多く見られるようになった。 

・与えられた課題の意味や目的、成功や失敗を理解し、繰
り返し活動に臨んでいた。 
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知的代替で主として自立活動を学習するグループ    

事例１ 小学部３年 男子 

指導内容                     自立活動の年間目標（抜粋） 

       

    

 

  

 

 

各教科等における指導「（国語科）」の事例より 
ある日の学習展開 自立活動の指導に関する配慮点 

１ 『ぐるぐるせんたく』の 目標「ず
ぼんを入れる」を知る。 

 

・ 

・ 

 

・ 

・ 

教師やめあてに注目できるように、背景を黒くする。 

期待感や見通しがもてるように、友達や教師の見え 

る位置で活動する。 

毎回同じ場所で行う。 

安心して取り組めるように、順番を固定し繰り返す。 

２ 「ずぼん」と「くつした」を見て、 

 「ずぼん」を選び、発声で伝える。 

  

・ 

・ 

見やすいように正面から具体物を提示する。 

「ずぼん」でない物が提示された場合は、発声しな 

いことを伝える。 

児童の姿 

 

 

  

 

時間における自立活動の指導の事例より   

 
ある日の学習展開 自立活動の指導に関する配慮点 

１ 本時の目標「パンのカードを選
ぶ」 

・ 

 

・ 

教師やめあてに注目しやすいように背景を黒くする。 

意欲的に活動ができるように、係活動で行っている 

給食のメニューの中から選ぶ。 

２ 「パン」と「ごはん」のカードを
見て「パン」のカードを選ぶ。 

 
 

・ 

・ 

・ 

選択しやすいように、２つのカードを提示する。 

違いがわかるように、２つを並べて正面に提示する。 

「パン」でないカードが提示された場合は、発声しな 

いことを伝える。（「声に出しておしえてね。違う時 

には声を出さないことにしようね」） 

児童の姿 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気持ちを視線や発声で伝える 

２（１）情緒の安定に関すること 

３（１）他者とのかかわりの基礎に関すること 

４（１）保有する感覚の活用に関すること 

５（１）姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること 

６（１）コミュニケーションの基礎能力に関すること

（２）言語の受容と表出に関すること 

 

 

日々の生活の中での成長 ・注目したり、話をよく聞いたりして、自分から発
声することが多くなった。 

・よく見て発声する、発声しないようになっている。 
・タイミングよく単語らしい発声をすることが増え
た。 

 

・自分のやりたいことや好きなこと
などを２種類の実物や絵、イラス
トカードから視線で選んだり、発
声で伝えたりする。 

 
 
 
 

 

・ズボンと靴下を見比べて、「ズボン」が提示された時にす
ぐに発声をすることができた。「靴下」を提示するとやや
間が空いて発声していたが、次第に発声をしないように
なっている。 

 
 
 
 

 

・カードが提示されると、教師を見ながら、カードもよく
見て、視線で伝えている様子が多く見られる。 

・違う場合は声に出さないことを他の教科等でも伝えて  

 いることでよく見て発声するようになっている。 
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事例２ 高等部１年 男子 

指導内容                        自立活動の年間目標（抜粋） 

 

 

 

  

 

 

各教科等における指導「特別活動」の事例より 

 
ある日の学習展開 自立活動の指導に関する配慮点 

１ 目標「昼の放送で流したい曲を 

 一つ選ぶ」を知る。 

・ 活動への意欲をもてるように、昼の放送の様子を映像で
提示する。 

２ リクエスト曲を選ぶ。 
   

・ 曲を聴き比べながら選択できるように、短い時間に編集 

した候補曲を繰り返し聞かせる。 

生徒の姿 

 

 

  

 

 

時間における自立活動の指導の事例より  

 
ある日の学習展開 自立活動の指導に関する配慮点 

１ 本時の目標「自分なりに配色や 

レイアウトを考え、自分の考えを 

目の動きで教師に伝えながらきら 

り祭ポスター原画の完成を目指 

す」を知る。 

・ 

 

・ 

ポスター原画についてのイメージをもつことができる
ように、昨年度の作品の画像を提示する。 

作成するポスターの完成形をイメージできるように、教 

師が作成したポスターの例を提示する。 

２ ポスター原画を制作する。 ・ 

 

・ 

配色を選びやすくできるように、使用する色を３色に限 

定して提示する。 

レイアウトを考えやすくできるように、あらかじめポス 

ターに使用するパーツを準備し、それらを操作しながら 

どの箇所にパーツを貼るか生徒に問い掛ける。 

３ 活動を振り返る。 
 

・自分の考えを教師に伝えたられたことを実感できるよう
に、場面を具体的に紹介しながら称賛する。 

生徒の姿 

  

 

 

 

 

 

 

参考文献等 ・特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編 文部科学省 平成３０年３月 

・広島県立肢体不自由特別支援学校 自立活動実践事例集 第１版～第５版  

目の動きで気持ちを伝える 

１（１）生活のリズムや生活習慣の形成に関すること 
２（１）情緒の安定に関すること 
３（３）自己の理解と行動の調整に関すること 
４（１）保有する感覚の活用に関すること 
６（１）コミュニケーションの基礎能力に関すること 
 （２）言語の受容と表出に関すること 

 

・自分がやりたい活動を自分で決定
し、それに一定期間継続して取り組
む。 

 

・使用したい色やパーツ、それらを塗ったり貼ったり
する場所を目の動きで教師に伝えた。 

 

日々の生活の中での成長 ・自分の体調や気持ちを伝える目の動きが明確になり、
相手に伝わりやすくなってきた。 

 

・３曲あった候補曲を何度も聞き比べ、じっくりと考えて
いた。自信がないときは目の動きが曖昧なことがあるが、
今回は自分の放送したい曲が聞こえてくると大きく目を
動かして明確に自分の気持ちを伝えた。 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

あ と が き 
 

 

あきた総合支援エリア「かがやきの丘」にある秋田きらり支援学校の一日は、

毎朝元気な「おはようございます」の挨拶から始まります。 

スクールバスで登校する児童生徒、保護者の送迎により登校する児童生徒、隣

接している医療療育センターから登校する児童生徒。およそ 100 名の児童生徒と

先生方の挨拶の交換は、今日一日の原動力となります。毎日、素敵な笑顔がたく

さんあります。校内を包み込むこの素敵な笑顔は、学校行事はもちろんのこと、

授業場面においてもたくさん出会うことができます。  

 

本校では、この授業づくりにおいて、昨年度は「自立活動」に焦点を当て、授

業づくりにつながる目標や指導内容まで書き表せる「自立活動シート」の作成を

試み、新しい学習指導要領を基に、類型別縦割り研究グループ内で検討・協議を

積み重ねてきました。今年度は、｢自立活動シート」を活用し、それぞれの学習

グループで「自分の力を存分に発揮する姿」を目指し授業づくり・授業改善に取

り組み、各教科等と自立活動の関連を検討しました。中でも、新学習指導要領解

説には、「障害が重複している、あるいはその障害が重度であるという理由だけ

で、各教科等の目標や内容を取り扱うことを全く検討しないまま、安易に自立活

動を主とした指導を行うようなことのないように留意しなければならない。」と

あります。そこで、Ⅲ類型（自立活動の指導を主とする学習グループ）において

は、国語科を取り入れ、「活動に見通しをもち、自分の気持ちを伝える姿」を目

指しました。教科の新設を試みましたが、｢年間指導計画」をどのように立案し

ていくのかが重要であると捉えました。学部間の学びの連続性はもちろんですが、

校内における小中高の学びの連続性も大切になってきます。まだ研究途上ですの

で、次年度以降もこの課題を検討していきたいと考えています。併せて、私たち

は、各グループ研究をもとに教育活動の質の向上を図るため授業と教育課程との

接続が重要であると考えてきました。 

本書は、これまでの実践が数多く詰まっています。読者の皆さんのお役に立て

れば幸いです。 

 

最後に、本研究に対しまして、たくさんの具体的な御指導、御助言をいただき

ました関係各位の皆様に心より感謝申し上げます。併せて本書を御高覧いただき

ました皆様より忌憚のない御意見、御指導をいただきますようお願い申し上げま

す。 

                         （教頭 兜森 宏征） 



令和元年度 秋田県立秋田きらり支援学校 研究同人 

 

校 長   新目  基   副校長   山本 新平 

教 頭   兜森 宏征      

教 諭（兼）教育専門監   二階堂 悟  島津 憲司 

研究主任  藤原恵理子 

 

Ⅰグループ（準ずる各教科等を学習するグループ） 

◎柿﨑 和恵   ○佐藤美奈子   ○小林佐知子   平川 裕子   長谷川絵美子

大友明希子    大川里香子    佐藤 淳美      三浦 朋子    蔭山佐智子   

木村 淳子       山内かほる    江川 悠介   葛西 輝美    佐藤  篤       

保坂まゆみ    熊地 勇太    近江 美歩    門脇  恵     成田 ゆか       

 

Ⅱグループ（知的代替の各教科等を学習するグループ） 

◎加藤真依子   ○須田 孝子  ○市川奈津子  ○小野 恵理   小松 美幸 

吉崎 真紀    神部 直子   原田もとよ   廣田 舞花   谷藤 洋子   

髙橋 美咲    村上 世生子  伊藤 晃子   秋山フサ子   鷲谷 武彦   

佐々木千春    藤原 淳一   赤川 由美   佐藤亜樹子   佐賀 有沙   

高橋  悠    神居 麻恵   北條 幸恵   藤田亜樹子   諏訪 寿昭   

田村祐貴子    久保 妃香   菊地真智子   池田  修   小玉 千春   

髙橋 浩樹    小川 順子   斎藤  仁   熊谷  衛   高橋  聡   

長谷川絵里    竹場 久美   伊藤 和樹   菊地 真美   大髙梨沙子   

佐々木恭兵    荻原 正賢   最上 真帆             

   

Ⅲグループ（主として自立活動を学習するグループ） 

◎菊池 高之   ○高澤衣久子  ○髙橋絵里香   秋元 英明   渋谷 宏美

松岡 圭一    柴田 法子   福田 純悦   信太真喜子   高橋 亜紀

久慈由紀子    高橋  栞   笹渕理恵子   目黒 敦子   伊藤 昌子

慶長美紀子    若月  圭   菊地あゆ子   北嶋 初美   田中 聡子

梅田 季和    池田  和   永井 純子   小野  毅   佐々木龍雄

菅原 尚子    岩田 隆彦   菅原 智子   仲澤美香子   小嶋  聖   

縄田屋美幸    相原 祐子   越後  駿   秋本久美子   小林  哲   

畑山  拓    栄田 優子                                   

        

Ⅳ（訪問指導の学習グループ） 

◎髙橋 朋子   佐々木由美子   佐藤 友香   廣川 佳世   門間 洋平

福田英美子 

 

※ ◎はグループチーフ ○サブチーフ 



 

き  ら  り 

令和元年度（第 10集） 

～実践と研究のあゆみ～ 

研 究 テ ー マ 

児童生徒が自分の力を存分に発揮する授業づくり 

～自立活動シートを生かした各教科等の授業づくり～（２年次） 
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