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巻 頭 言

私達は、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

校であることを踏まえた上で、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」～自立活動の適切な目標設定の検討を通して～を掲げ、２カ年の研究に

取り組むこととしました。

今年度は、研究初年度であり、研究主題設定理由や研究の目的、研究仮説、研究

計画、研究内容と方法を校内で共有することから始めました。このことは当たり前

のことではあるのですが、学校全体で取り組む研究では、とても大事なことと捉え

ています。具体的には、研究主題の文言の共通理解から始め、そのことを踏まえた

授業は、どうあれば良いのか。その授業を重ねていくことで児童生徒はどんな変容

を遂げるのか。という研究仮説を立てることになります。私はこのプロセスこそ学

校研究の醍醐味のような気がしています。そこでは社会的な要請はもちろんのこと、

学校の課題や児童生徒の実態や特性が話し合われます。それをベースに研究内容・

方法、さらには授業方法が話し合われることになります。話し合いの中には、たく

さんの気づきや発見があり、それが研究に取り組むためのエネルギーとなります。

今年度私達は、児童生徒が自分の力を存分に発揮する授業のツールとしての自立

活動シートに取り組みました。この自立活動シート作りでも、全校・学部・類系・

学級など様々な形態で協議を重ねました。私はこの協議に意義を見いだしたいので

す。協議の中では、教員一人一人に新たな学びがあったはずです。学びが大きけれ

ば大きいほど、そのことは授業に反映されます。

反省アンケートからは、自立活動シートは実態把握や指導目標設定には大変有効

なツールであると判明しましたが、授業への活用では課題も出されています。

次年度、私達は自立活動シートをさらに使えるツールにするための工夫に取り組

み「児童生徒が自分の力を存分に発揮する授業」を目指し、研究成果を教育課程の

改善に結びつけていきたいと考えています。

本年度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、秋田大学教育文化学部 准教授 高田屋陽子先生、同じく准教授 谷村佳則

先生から沢山の御指導をいただきました。先生方には、今年度の御指導に対する感

謝と、引き続き研究推進にお力添え頂けますようをお願い申し上げます。

平成３１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 

～自立活動の適切な目標設定の検討を通して～（１年次/２か年）  

 

２ 研究主題の設定理由 

（１）本校の課題から（過去の研究より） 

  ・児童生徒の中心課題を的確に捉えられるよう、自立活動の目標を設定する手続きの見直しが必要

である。 

（２）新学習指導要領から 

  ・改訂で重視するのは、児童生徒一人一人に、社会の変化に受け身で対応するのではなく、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

福な人生を切り拓き、未来の創り手となるために必要な力を育んでいくことである。 

  ・各教科等の内容を学ぶことを通じて「何ができるようになるか」を意識した指導が求められる。 

（３）本校の特色 

  ・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。自立活動の授業づくりには特に重要な役割がある。各教科等の基盤と

なる自立活動の充実を図るために、適切な目標設定と具体的な指導内容を設定するまでの手続き

を見直すことで、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 

  児童生徒が自分の力を存分に発揮する姿を実現するために 

・自立活動の目標や指導内容の設定までの在り方を検討・改善する。（自立活動シートの作成） 

・各教科における目標達成のために、必要な自立活動の指導内容を必要な場面で取り入れた授業づ

くりをする。 

 

４ 研究仮説 

   児童生徒の実態把握から、自立活動の目標や指導内容の設定（自立活動シート）までの流れを検

討・改善することで、適切に設定していくならば、各教科等の授業目標達成のために関連する、自

立活動の指導内容を取り入れた授業づくりをすることができ、児童生徒が自分の力を存分に発揮す

ることができるであろう。 

 

５ 研究計画 

１年次 ２年次 

【類型別の縦割り研究グループ】 

Ⅰ：教科指導を主とする学習グループ Ⅱ：各教科等を合わせた指導を主とする学習グループ 

Ⅲ：自立活動の指導を主とする学習グループ Ⅳ：訪問指導の学習グループ 

・自立活動シートの作成手続きを、ワークシ

ョップで実施し、改善・整理する。 

 ＊対象児童生徒を抽出 

・改善した自立活動シート（自立活動部提案）

を 30年度担任で３月中に作成する。 

 ＊全員分 

・１年次に作成した自立活動シートを２年次

の担任が確認し、必要に応じて修正する。 

・自立活動シートを、個別の指導計画、年間

指導計画作成に活用する。 

・「自分の力」を存分に発揮する授業づくり 

→必要な自立活動の目標、指導内容を、必要

な場面に設定する。 

・「自分の力」を存分に発揮する題材・単元づ

くり 

→授業づくりの充実へ。 
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６ 研究組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 研究内容と方法 

（１）自立活動シートの作成（児童生徒を抽出して） 

 ・自立活動シート（仮案）の手続きをワークショップで実施し、意見を出し合いながら、複数の眼で

作り上げていく。 

  ⇒作成を通して、改善が必要な点を明らかにしていく。 

（２）授業づくり 

 ・各研究グループで「自分の力を存分に発揮する姿」を具体化し、授業づくりをする。 

  ⇒明確な目標（自分の力を発揮する姿）、評価基準の設定。 

 ・作成した自立活動シートを活用した授業づくりをする。 

  ⇒各教科等との関連性が明確になるよう、授業目標達成に必要な自立活動の指導内容や手立て、留

意点等をゴシック体で表記する。 

（３）授業研究会の実施 

 ・授業提示、授業研究会を通して、授業や児童生徒の姿を評価する。 

  ⇒児童生徒が目標に迫る姿（自分の力を発揮する姿）が見られたか。 

  ⇒そのための目標や指導内容、手立ては適切だったか。 

 ・自分の力を発揮するために、自立活動の指導内容が効果的に取り入れられていたか（自立活動シー

トの活用）を検証する。 

（４）研修会の実施 

 ・必要な内容についてミニ学習会、校内研修会、出張報告会を通して学ぶ機会を設ける。 

（５）他分掌との連携 

 ・自立活動シートの原案を提案する。（自立活動部） 

 ・研究を通して出た検討課題を整理し、改善する。（自立活動部、教務部） 

（６）ミニ授業検討会 ＊授業力向上のための取組 

 ・職員の授業力向上を目指して、一人一授業を、自分の課題に応じて提示する。 

 ・複数の眼で参観、評価し、授業改善に生かす。 

 

 

 

 

 

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 

・全体研究の推進 

・各グループ研究のとりまとめ 

・全校授業研究会の推進と実施 

学部・分掌との連携 

・自立活動シートの原案提出およびグループ

研究後の検討を受けた整理と改善 

（自立活動部、教務部） 

・全校研修会、ミニ学習会の実施 

・各グループの進捗状況の共有（学部会） 

グループ研究 

・自立活動シートの検討と作成 

・グループ授業研究会の推進と実施 ミニ授業研究会 

・一人一授業提示 

・授業力向上を目指した授業提示と研究会 
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８ 評価計画 

（１）自立活動の目標や指導内容設定の手続きが整ったか。 

 ・抽出した児童生徒について、ワークショップで自立活動シートを作成し、手続きを検討する。 

 ・ワークショップからの意見を受け、自立活動シートを改善する。 

 ・児童生徒の指導をする上で必要な自立活動シートが完成し、２年次から使用する。 

（２）授業づくりをする上で、自立活動シートを有効に活用したか。 

 ・教科等の授業づくりにおいて、自立活動シートを活用する。 

・指導目標を達成するために、自立活動の指導内容を必要な場面で取り入れる。 

・児童生徒の目標の達成度、そのための効果的な手立てや改善策を検証する。 

・指導目標を達成するために取り入れた、自立活動の指導内容が効果的であったかを検証する。 

（３）授業の中で、児童生徒が自分の姿を存分に発揮したか。 

 ・題材や単元における、児童生徒の目標の達成度を評価する。 

 ・各研究グループで設定した「自分の力を存分に発揮する姿」が、題材や単元において、具体的な姿

（行動、発言、表記等）として表れたかを評価する。 

 

９ 年間の流れ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自分の力」を存分に発揮する姿の設定（各グループ）★５月 

自立活動シートの作成と検討（抽出）       ★６～８月 

授業づくり         

・授業構想                    

・授業実践 

・授業評価、改善 

・各種授業研究会の実施、参加        ★６～１２月 

 

自立活動シートの作成（次年度に向けて）       ★３月 

「自分の力」を存分に発揮する姿の評価     ★１２～１月 

【ミニ授業研究会】 

・授業力向上を目的に、

自分のテーマや課題

に応じた授業を提示

する。 

・一人一授業提示 

・放課後２０分間の研

究会実施 

 

★６～１２月 
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１０ 研究及び研修年間計画 

 期日・曜 研究、研修会名 研究、研修内容等 

4/25・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/ 9・水 
【第２回全校研究会】 

グループ研究会① 

・自立活動シートの手続きについて 

・各グループ研究主題の検討 ＊ワークショップ 

6/ 7・木 グループ研究会② ・自立活動シートの作成・検討 ＊ワークショップ  ・授業検討 

7/ 6・金 グループ研究会③ ・自立活動シートの作成・検討 ＊ワークショップ 

7/ 9・月 全校授業研究会１ 
＜提示授業＞  Ⅱグループ：生活単元学習（小４・５－１） 

【指導助言】 秋田大学 教授 藤井 慶博 氏 

7/18・水 グループ授業研究会 ＜提示授業＞  Ⅲグループ：自立活動（学級）（小） 

8/28・火 グループ研究会④ ・自立活動シートの作成・検討 ＊ワークショップ  ・授業検討 

9/ 3・火 【第３回全校研究会】 ・中間報告               ■出張報告：全病連茨城大会 

9/13・木 全校授業研究会２ 
＜提示授業＞Ⅰグループ：数学(高１－３)  

       【指導助言】 秋田大学 准教授 谷村 佳則 氏 

10/4・木 

10/5・金 
東北病連秋田大会 

・きらり支援学校（授業参観、各分科会） ＊教育情報交換会 

・ホテルメトロポリタン秋田（行政報告、講演） 

 

 

 

10/18・木 グループ授業研究会 
＜提示授業＞  Ⅱグループ：日常生活の指導（中１－１） 

＜提示授業＞  Ⅱグループ：数学（高２－１） 

10/23・火 グループ授業研究会 ＜提示授業＞ Ⅰグループ：算数（小２－３） 

11/14・水 グループ授業研究会 ＜提示授業＞ Ⅲグループ：自立活動（学級）（高１－２） 

11/21・水 全校授業研究会３ ＜提示授業＞ Ⅳグループ：自立活動（小４） 

11/28・水 グループ授業研究会 ＜提示授業＞ Ⅰグループ：社会（中３－３） 

11/30・金 
中間報告会 

支援機器研修会 

県委託「学習上の支援機器等教材活用評価研究事業」 

＜提示授業＞ 支援機器を活用した授業（小）  

 

 

12/13・木 
全校授業研究会４ ＜提示授業＞ Ⅲグループ：自立活動（学級）（中２－２） 

        【指導助言】 秋田大学 准教授 高田屋陽子 氏 

12/18・火 グループ研究会⑤ ・今年度のまとめ  ・研究紀要執筆 

1/ 8・火 
病弱研修会 ・ゆり支援学校道川分教室と連携 

〈講演〉市立秋田総合病院 小児科  医師 小泉ひろみ 氏 

1/22・火 グループ研究会⑥ ・今年度のまとめ、次年度に向けて 

2/ 5・火 グループ研究会⑦ ・今年度のまとめ、次年度に向けて 

2/27・水 【第４回全校研究会】 ・今年度の研究のまとめ    ・次年度に向けて                 

3/13・水 【第５回全校研究会】 ・自立活動シート（次年度分）の作成                    

備考 

★３校授業を語る会 

きらり担当（9／18） 

視覚支援担当（12／10） 

聴覚支援担当（9／12） 

・全国病弱虚弱教育研究連盟研究協議会（茨城大会）８月２日～３日 

・東北地区肢体不自由教育研究大会（宮城大会）９月２８日 

 第４分科会「医療機関等との連携に関する指導実践」 発表者 菅原文彦 

  第２分科会 記録者 葛西輝美 

・全国肢体不自由教育研究協議会（福岡大会）１１月 

   「情報教育・支援機器の活用」部会 話題提起発表者 髙橋正義   

※『ミニ授業研究会』は随時実施 

〈行政報告〉 

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課特別支援教育調査官 深草 瑞世 氏 

〈講演〉秋田大学大学院教育学研究科  教授  藤井 慶博 氏 

〈講演〉日本福祉大学スポーツ科学部  教授  金森 克浩 氏 
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１１ 研究の経過 

（１）自立活動シートの作成について 

   今年度の研究は、研究主題 1 年目の取組として、自立活動シートを複数の眼で見て作成及び検討・

改善し、2 年目に向けて枠組みを整えることを柱に進めた。 

自立活動シートの様式は、『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し、対

象児童生徒について作成した。作成については、グループ研究日にワークショップで実施（６月、

７月、８月）し、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て

いった。     （＊P７～８ 資料１：平成３０年度の自立活動シート様式及び作成の手順） 

        （＊Ｐ９～１０ 資料２：自立活動シート 作成事例） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自立活動シートの様式については、校内研究組織（研究部、教務部、自立活動部、教育専門監）、

秋田県特別支援学校授業改善プロジェクトの取組を受け、改善をした。この改善した自立活動シー

トを用いて、今年度中に全児童生徒分を作成し、次年度の授業づくりに活用していく。           

（＊P１１ 資料３：Ｈ３１年度の自立活動シート様式） 

 

（２）授業づくりについて 

 １）「自分の力を存分に発揮する姿」の具体化 

   各研究グループにおける「自分の力を存分に発揮する姿」をワークショップで話し合い、設定し、

授業づくりに当たった。 

研究グループ 自分の力を存分に発揮する姿 

Ⅰ：教科指導を主とする 学んだことを生かして、自ら思考・判断・表現する姿 

Ⅱ：各教科等を合わせた指導を主とする 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 

Ⅲ：自立活動の指導を主とする  活動に見通しをもち、自分の気持ちを伝える姿 

Ⅳ：訪問指導 児童生徒が働き掛けに気付いて、応えようとする姿 

 ２）自立活動シートの活用について 

   自立活動シート作成に当たって、複数の眼で実態把握を行い、児童生徒の困難さや付けたい力を

検討することで、自立活動の目標、指導内容、指導場面がより明らかになった。授業づくりでは、

授業の目標達成のために、自立活動の指導内容を必要な場面で取り入れることに自立活動シートを

活用した。今年度の学習指導案上では、自立活動シートとの関連が分かるよう、取り入れた箇所を

ゴシック体で記述した。 

 ３）各研究グループの実践について 

   ＊Ｐ１２～Ｐ３９「Ⅱ 各研究グループの実践」参照 

 

複数の職員で対象児童生徒の実

態、困難さ、目標、指導内容等

の意見を出し合った。 

付箋紙で意見を集約、整理し

ながら、今年度達成したい目

標を絞り込んでいった。 
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（３）授業研究会について 

 １）全校授業研究会 

   各研究グループ１回ずつ実施し、ワークショップで成果、課題、改善策を話し合った。実施に当

たり、秋田大学の「まなびの総合エリア」大学教員派遣事業を活用し、多くの助言をいただいた。  

研究会 研究グループ 学部・学年・指導の形態 指導助言者 

７／９ Ⅱグループ 小学部４・５年 生活単元学習 秋田大学大学院教育学研究科                  

教授  藤井 慶博 氏 

９／13 Ⅰグループ 高等部１年 数学科 秋田大学教育文化学部 

     准教授  谷村 佳則 氏 

11／21 Ⅳグループ 小学部４年 自立活動（個別）  

12／13 Ⅲグループ 中学部２年 自立活動（学級） 秋田大学教育文化学部 

准教授 高田屋 陽子 氏 

 ２）グループ授業研究会 

  ・Ⅰ～Ⅲグループでは、各２回ずつ実施し、グループ内で成果、課題、改善策を話し合った。 

  ・Ⅳグループでは、ミニグループ研として、ビデオ視聴による検討会を５回実施した。 

 

（４）研修会の実施 

  ・教科の研修機会として、視覚支援学校、聴覚支援学校との「３校授業を語る会」を実施している。 

   視覚支援学校の高等部社会科、聴覚支援学校の幼稚部保育の授業参観と研究会に１０名以上の職

員が参加した。 

  ・他会議と抱き合わせのミニ学習会については、時間設定が難しく、実施できなかった。次年度は、

職員のニーズ（各研究グループ）に応じて、内容や設定を改善する。 

 

（５）他分掌との連携 

  ・自立活動シートの様式や作成手順等については、研究部、自立活動部、教務部、教育専門監と意

見交換し改善点を検討した。 

  ・今年度の秋田県特別支援学校授業改善プロジェクトの取組を参考にして、自立活動シートに反映

させた。 

 

（６）ミニ授業研究会 ＊授業力向上のための取組 

 １）方法 

  ・日々の授業改善として、希望する授業の参観と放課後１５分の研究会を行う。授業者は、授業シ

ートに単元概要、本時の目標と手立て、課題を記入し、授業提示する。 

  ・研究主任、教育専門監を中心に参観し、他の職員も自由に参観できるようにした。 

 ２）取組の実際 

  ・各教科等３０以上の授業提示があった。放課後の研究会は短時間ではあるものの、直接意見交換

ができるので、授業づくりの悩みや課題、改善策について検討できた。 
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■自立活動シートの作成手順について～ワークショップでやってみよう～■ 

 

（１）実態把握 

 身体・健康・安全 日常生活力 人との関わり 豊かな生活 物事に向かう力 

①

実

態

の

整

理 

・眠って登校する

ことが多い。 

・主に仰臥位で過

ごす。 

・好きなぬいぐる

みを右手で抱

えて保持する。 

 ・特定の大人や友

達には、視線や

笑顔を向ける。 

 ・好きなキャラク

ターを注視、追

視する。 

②

困

難

さ 

・仰臥位が多く、様々な姿勢の経験が少ない。そのため、車椅子（座位保持）で出掛けたり

活動したりする時間が限られる。 

・手指を使う経験が少なく、抵抗や緊張が見られる。（経験不足？感覚過敏？）または眠っ

てしまう。（逃避行動？緊張からの疲れ？） 

 

 

 

（２）育てたい姿・指導課題 

③〈育てたい姿〉・ 

④

指

導

課

題 

身体・健康・安全 日常生活力 人との関わり 豊かな生活 物事に向かう力 

  

 

 

 

 

   

 

 

（３）指導目標設定の理由・自立活動の年間目標 

設定理由  

 

 

 

 

 

 

 

自立活動

年間目標 

 

 

・『実態表』から記入。 

・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。 

・『個別の指導計画１』から記入。 

・「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。 

・「育てたい姿」を見通して、今必要なこと。 

・１年で達成可能な、具体的な目標に絞って。 

・ⅢⅣグループ：特に中心となる目標を設定。 

 

手指を使うことにもう少し

慣れると活動が広がるよね。 

特定の人だけでなく、学級の大人や友達な

ど、一緒に関わる人を増やしたいよね。 

・学部卒業後（小１～３年は、３年生まで）の姿 

【資料１】平成３０年度 自立活動シート

様式 
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（４）目標達成に必要な項目の選定：具体的な指導内容を考えるために 

区

分 

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 

項

目 

（１）・・・ 

・・・・・ 

・・・・・ 

（２） 

（３） 

（４） 

 

 

（１）・・・ 

・・・・・ 

・・・・・ 

（２） 

（３） 

（４） 

 

（１）・・・ 

・・・・・ 

・・・・・ 

（２） 

（３） 

（４） 

 

（１）・・・ 

・・・・・ 

・・・・・ 

（２） 

（３） 

（４） 

 

（１）・・・ 

・・・・・ 

・・・・・ 

（２） 

（３） 

（４） 

 

（１）・・・ 

・・・・・ 

・・・・・ 

（２） 

（３） 

（４） 

 

 

 

 

（５）選定した項目を関連付けて、指導内容を設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）具体的な指導内容・指導場面 

指導内容 ①好きな友達や大人とペ

アになり、安心して活動

する。 

②好きなキャラクターを

手掛かりに、対象物を触

る。 

 

指導場面 自立活動（学級） 

自立活動（触れる） 

 

  

 

・６区分２７項目から選定。 

・まずは、（３）の中核となる項目を選び、それに関係しそうな他の項目

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ります！ 

・取り組みやすく、「やってみよう」と思える。 

・子どもの得意なこと、できることを活用する。 

・生活場面で使える。 

・担任だけでなく、他の先生方とも共有できる。 

『心理的な安定（１）』から、好きな

大人や友達と関わることで、安心し

て活動してほしい。 

 

これは、『人間関係の形成（１）』か

ら、人と関わることが楽しいと思う

経験の積み重ねと関連するよね。 

【授業づくり】では 

本時は自立活動（触れる）の粘土遊び：目標達成の手立てとして・・・・・・ 

・触ることへの緊張を軽減するために、導入で好きな先生とペアになって手遊びをしてみよう。 

→指導内容①から 

・粘土に触りたい気持ちになれるように、大好きな『○○マン』を作ってみせて、完成直前の

パーツをくっ付けるところで誘い掛けてみよう。→指導内容②から 

 

 

授業づくりへ取り入れてみると 
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■自立活動シート■ 

（１）実態把握 

 身体・健康・安全 日常生活力 人との関わり 豊かな生活 物事に向かう力 

①

実

態

の

整

理 

 ・脱いだ衣服の整頓が苦

手だが、時間をかける

とできる。 

・調理、交通機関の利用

など経験不足による

課題が多いが、時間を

かけて繰り返し行う

ことで身に付けられ

る。 

・考えをゆっくり整理

し、文で書き留める

ことで、自分の考え

などを伝えられる。 

・病気や障害などを抱

えた人の助けにな

りたいと言う思い

をもっている。 

・時間いっぱい集中

して取り組む。 

・一度経験したこと

を次の活動で使っ

てみようとする姿

が見られる。 

②

困

難

さ 

・周りの状況に気付くことが難しく、場面をとらえ「この時はこうしよう」と具体的に助言をする

必要がある。 

・調理、きれいに食事を摂る、交通機関の利用など経験が不足している。 

・麻痺のため指先が上手に使えず、細かい作業を苦手とするが、繰り返し時間をかけて練習するこ

とで改善が期待できる。 

 

 

 

（２）育てたい姿・指導課題 

③〈育てたい姿〉・見たこと、聞いたこと、体験したことを他の場面でも活用する。 

      ・伝えたいことや自分の考えなどを整理して相手に伝える。 

④

指

導

課

題 

身体・健康・安全 日常生活力 人との関わり 豊かな生活 物事に向かう力 

 ・場面をとらえ、どのよ

うに行動すればいい

かなど具体的に知る。 

・話し合いなどで自分

の考えを伝えたり、

依頼したりする。 

・どのような仕事があ

るのかを知り、自分

にできることや興

味と照らし合わせ

ながら、進路実現に

向けて考える。 

・積極的に挨拶した

り、自分の意思を伝

えたりする。 

 

 

（３）指導目標設定の理由・自立活動の年間目標 

設定理由 ・様々な場面の中で、どのように行動すべきか具体的に知ることで、それを活用することが増

えてくると考える。 

・日々の授業で、友達同士意見を伝え合う機会を設けることで、自分の考えを伝えると同時に、

相手の立場を考えた上での発言にもつながると考える。 

自立活動

年間目標 

積極的に自分の意思を伝える。 

相手の意見や考えを聞いて、それに対する受け答えをする。 

 

【資料２】自立活動シート 作成事例 
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（４）目標達成に必要な項目の選定：具体的な指導内容を考えるために   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）選定した項目を関連付けて、指導内容を設定 

・友達との意見交換による、意思の伝え方の上達と、相手の意見の受容。 

・ＳＳＴによるコミュニケーションの学習による他者との具体的なやり取りの習得。 

 

 

 

 

（６）具体的な指導内容・指導場面 

指導内容 

授業で解答やその根拠とな

る考えを意見交換をする場を

設ける。 

交流活動に向けて「よりお

互いを知る、楽しむ」ための

方法を考える場を作る。 

友達と意見交換して、その

方法を共有するようにする。 

ＳＳＴで状況、相手の立場、

相手の考え等を踏まえた上で

の行動を考える学習をする。 

指導場面 

各教科 社会生活（学校設定教科）な

ど 

自立活動 

 

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 

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 

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 

 

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 

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 

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 

 



■自立活動シート（高〇・男・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３】平成３１年度 自立活動シート様式と書き方 

 



 

 

 

各研究グループの実践 

 

 

 

 

 



Ⅰグループ（教科学習の指導）の実践 

 

 

 

 

 

 

（１）自立活動シートの作成 

・対象となる児童生徒を、各学部から１名ずつ抽出する。 

 ・学部毎のグループに分かれて、抽出児童生徒の実態や指導内容、自立活動の年間目標等について

ワークショップを行う。 

・出された意見を基に、担任が自立活動シートを作成する。 

（２）授業づくり 

 ・Ⅰグループにおける「自分の力を存分に発揮する姿」についてワークショップで話し合い、具体

的な姿を設定する。 

 ・教科の目標（本時の目標）の達成を目指した授業づくりを行う。授業づくりでは、自立活動シー

トを活用したり、「自分の力を存分に発揮する姿」を学習活動内に設定したりする。 

・授業は、各学部１授業提示する。 

（３）授業評価 

 ・各種授業研究会を通して、児童生徒の目標達成度、教師の手立てを評価する。 

 ・授業の目標達成のために取り入れた自立活動の指導内容を評価する。 

（４）児童生徒の変容の評価 

 ・単元や題材の中で「自分の力を存分に発揮する姿」が具体的に表れたか評価する。 

 

 

 

          

期 日 研究・研修名 内 容 等 

５／９・水 グループ研① グループ研究主題の検討 ※ワークショップ 

６／７・木 グループ研② 自立活動シートの作成・検討※ワークショップ 

７／６・金 グループ研③ 自立活動シートの作成・検討②※ワークショップ 

８／28・火 グループ研④ 全校授業研授業検討会（高１－３数学） 

９／13・木 全校授業研究会② ＜提示授業＞高１－３数学「三角比」 

＜研究協議＞「学んだことを生かして考えたり、自分で説明し

たりするための支援はどうあればよいか」 

10／24・水 グループ授業研究会① ＜提示授業＞小２－３算数「かけ算」 

＜研究協議＞「かけ算で学んだことを用いて作問したり、考

えたことを相手に説明したりするための支援は

どうあればよいか」 

11／28・水 グループ授業研究会② ＜提示授業＞中３－３社会「生産と労働」 

＜研究協議＞「学んだことを生かして、自分の考えを発表す

るための支援の在り方はどうあればよいか」 

12／18・火 グループ研⑥ 研究の成果と課題、研究紀要について 

１／22・火 グループ研⑦ 研究の成果と課題、研究紀要について② 

２／５・火 グループ研⑧ 研究の成果と課題、研究紀要について③ 

 

１ 研究の方法 

２ 研究計画 

Ⅰグループの「自分の力を存分に発揮する姿」 

→「学んだことを生かして、自ら思考・判断・表現する姿」 
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 Ⅰグループでは、「自分の力を存分に発揮する姿」を具体化した「学んだことを生かして、自ら思考・判断・表

現する姿」を目指して授業づくりに取り組んだ。学習の目標達成のために、自分の力を存分に発揮する姿を活動

の中に設定したり、自立活動シートを活用して、必要な自立活動の指導内容を取り入れたりした。指導案には、

自立活動の目標や支援と授業との関連が分かるように書体を変えて明記した。抽出児童生徒の実態や自立活動の

目標、本時のねらい、児童生徒の目標達成度と変容は、次のとおりである。 

 

Ａ（抽出児童）の実践 「かけ算で学んだことを用いて作問したり、考えたことを相手に説明したりする姿」 

小学部２年 算数 単元名「かけ算」 

［単元について］ 

本学級は、男子１名からなる。児童は、１年生から現在まで、２ずつや５ずつ等、まとまりを作って数を数え

る学習や、規則性を見出して数えたり、並べたりする活動等を通して、乗法の素地となる経験をしてきている。 

本単元「かけ算」は、日常の具体的な事象と結び付けて乗法が用いられる場面を捉え、乗法の意味や式の表し

方を理解していく学習である。乗法は、基準量が決まっているときに、それがいくつ分あるかによって全体の量

を求める演算である。乗法の式の意味を、具体物の操作や言葉等と結び付けながら理解していく。 

この学習を通して、乗法を用いて数を求める有効性や能率性という算数のよさを感じたり、身の回りの場面を

取り上げた問題文から意欲的、主体的に課題に取り組んだりしてほしいと考えた。 

 

［Ａの実態と自立活動の目標］＊自立活動シートより 授業と関連する内容はゴシック体で表記。 

 身体・健康・安全 日常生活力 人との関わり 豊かな生活 物事に向かう力 

①

実

態

の

整

理 

・自分の体の状態や、自

分の体は、薬を塗る必

要性を理解している。 

・右手が癒着しており、

箸や鉛筆、はさみは左

手で使う。 

 

・細かい部分は、上手く

できないところもある

が、身の回りのことは

一人でできる。 

・家庭学習、学習用具の

準備は、できることは

一人で行う。 

・自分から進んで挨拶を

したり、話し掛けたり

する。 

・集団の一斉指示では、

聞き漏らしがある。短

時間で多くのことを

覚えることは難しい。 

・やりたい気持ちを優先

することがある。 

・学年相応の学力が身に

付いているが、同学年

の児童と比べて経験

不足である。 

・概ね、決まりや約束し

たことは、意識しなが

ら行動する。 

・家庭で簡単な手伝いを

している。 

・日課や時計、チャイム

を手掛かりに次の学

習準備をする。 

・仲のよい友達や先生と

は自分から関わる。 

・係活動は責任をもち、

自分ができることを

進んで行う。 

 

②

困

難

さ 

・全身に保湿の薬を塗っているため、薬で衣服や道具類が汚れ、周りの人が不快に感じることがある。 

・はさみで曲線に沿って切ったり、ひもを結んだりする等の手指を使った細かな動作が苦手である。 

・相手の話を聞いて適切に答えたり、相手に分かるように話したりすることが難しい。 

・本校入学まで、集団活動の経験がなかったので、自分のやりたいことを優先したり、勝手に判断して

行動したりすることがある。 

自立活動の年間目標 

・日常生活で使用する道具の適切な使い方を身に付ける。 

・皮膚のケアや道具の後片付けで、自分でできることを増やす。 

・自分の気持ちや考えを相手に分かりやすく話したり、困ったときに自分から依頼したりする。 
 

［Ａの本時の目標］ 

・日常生活場面から、乗法の式に合う作問をする。 

［目標達成に向けた主な指導内容、手立て、留意点］※自立活動シートから取り入れたものは、ゴシック体で表記 

・児童が課題解決に意欲をもち、算数を学ぶ楽しさや達成感を感じられるように、九九を学ぶ小単元では、「か

け算名人になろう」と設定し、九九を覚えたらメダルをもらえるというゲーム的要素を含めた構成とする。 

・既習内容を生かして課題に取り組めるように、九九表や前時までの学習内容を教室内に掲示したり、学習の導

入では、前時の内容や乗法の式の意味や言葉（「1つ分」「いくつ分」「全部の数」）を振り返ったりする。 

・学習問題を筋道立てて考え、自分の考えを相手に伝える力が身に付くように、解法や考え方を児童が説明する

場面を設ける。 
・複数の考え方を比べるときやよりよい計算の仕方を考えるとき等に、「数学のよさ」を視点にして考えられる
よう「速く、簡単に、正しくできる方法」かどうかについて問い掛ける。 

３ 研究実践 
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［Ａの目標達成度と、指導内容、手立て等の評価］ 

○目標達成度 

本時の評価規準 

知識・理解 ・乗法が用いられる場面や、乗法の意味を理解している。（発言・ノート） 

 Ａ（十分に評価できる） Ｂ（概ね満足できる） Ｃ（努力を要する） 

本学級に 

おける 

評価基準 

・提示した絵から、乗法の用い

られる場面や意味を理解し

て複数作問している。 

・提示した絵から、乗法の用い

られる場面や意味を理解し

て１つ作問している。 

・絵の中で教師の指定した場

面から、話形を用いて乗法

の問題を１つ作る。 

※小学校、中学校、高等学校における評価基準があるが、本校Ⅰグループでは、児童生徒の実態に合わせた評価

基準を設定し、評価を行っている。中学部と高等部の実践も同様である。 

 

児童は、提示した絵から、1つ分×いくつ分の場面を見つけ、場面の様子に合わせて問題文を 1つ作成した。

物の単位等、言葉が分からないところは、教師が助言をした。発表場面でも、１つ分といくつ分を正確に捉え、

正しく説明したため、評価はＢとした。 

○指導内容、手立ての評価 

・乗法の場面を正しく読み取るために、既習内容（１つ分やいくつ分の数の捉え方、乗法の式の意味や表し方）

を具体的な数と言葉等で結び付けながら繰り返し確認したことが有効だった。 

・作問場面では、問題文の書き方に悩んでいた。始めは穴埋め型の話形を提示する等、文章を作るときの手掛か

りが必要だった。 

・作問で提示した絵は、児童が、場面に沿った適切な言葉（○組ずつ、○列ずつ等）が分からず、文章で表しに

くかった。児童が言葉で表しやすい、より分かりやすい場面の提示をするとよかった。 

 

〈提示した絵から作った問題を説明する様子〉      〈児童が作った問題〉 

                                      

                                     式  ２×３＝６ 

                                     答え ６人 

 

 

                                     

                                     式  ４×２＝８ 

                                     答え ８まい 

 

 

 

 

［単元におけるＡ（抽出児童）の「学んだことを生かして、自ら思考・判断・表現する姿」について 

この単元の学習では、既習内容を振り返る、児童が自分で気付ける手掛かりを示す、毎時間自分の考えを説明

する場面を設定するという支援が有効だった。既習内容がしっかり定着していることで、児童が自信をもって課

題に取り組めた。また、課題解決に悩んだとき、教師の助言を受けるだけでなく、ノートや既習内容をまとめた

掲示物を手掛かりとすることで、主体的に課題に取り組めるようになった。単元を通して、児童は自分の考えを

分かりやすく自信をもって伝えられることが増えた。さらに、課題を解決するだけでなく、自分の考えを相手に

説明することで、分かりやすく自信をもって相手に伝える力が身に付いてきた。 
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 Ｂ（抽出生徒）の実践 「学んだことを生かして、自分の考えを発表する姿」 

 中学部３年 社会科（公民） 単元名「生産と労働」 

［単元について］ 

 生徒は、時事問題への興味・関心が少しずつ高まってきている。また、毎時間自分の考えをまとめ

る活動の中で、発表や話合いの場面を設定してきたことで、社会的事象と日常生活を関連付けて、自

分の考えを発表することに慣れてきている。   

 本単元は、企業の生産活動の仕組みと社会的責任を理解するとともに、労働の意義を踏まえ、雇用

及び条件について労働三法と関連付けて考える学習である。特に、労働の意義は、家計の維持・向上

に加えて、自己実現や社会貢献が重要であると理解することも重視している。そのために、世論調査

に生徒自身も回答して、結果を客観的に見つめる活動を設定する。さらに、身近な教師の意見を提示

して比較する活動や、作業体験と学校祭の出店活動を取り上げて、自分の活動の振り返りや周囲の評

価等を提示する。 

 このように、労働の意義と進路学習を関連付けて、自他の意見に触れながら学習を進めることで、

労働の意義の理解がより深められるのではないかと考える。また、本単元で学習した成果を発揮し、

将来の生活に結び付く現実的な考え方や知識が身に付くよう、今後の進路学習へも発展させていく。 

 

［Ｂの実態と自立活動の目標］＊自立活動シートより 授業と関連する内容はゴシック体で表記。 

 

身体･健康･安全 日常生活力 人との関わり 豊かな生活 物事に向かう力 

①
実
態
の
整
理 

・脳性まひである

ことが分かる。 

・視野狭窄、眼振

がある。 

・箸を使ったり、

手洗いや歯磨

きをしたりす

る。 

・元気に挨拶や返

事をする。 

 敬語で会話で

きる。 

・最近の時事問題

等、一般的な知

識がある。 

 

・自分の役割は自

宅で練習する

等、責任をもっ

て取り組む。 

②
困
難
さ 

・肥満傾向。物をつかむことが難しく、書字に時間を要する。  

・身の回りのことに関する経験が少なく、人の手伝いを待つことが多い。 

・会話の内容が自分中心になったり、質問に対して回答が長くなったりする。 

・行動の優先順位を付けることが難しい。次の活動に遅れがちである。 

・初めてのことに不安になりやすく、大人の助けを求めることが多い。具合が悪いと、他の

ことが手に付かないときがある。 

自立活動の年間目標 

・自分の身体状況が分かり、目的をもって手指や腕を動かしたり移動したりする。 

・相手の心情や周りの状況が分かり、対応方法を考えて適切に行動する。 

 

［Ｂの本時の目標］ 

・労働の意義を理解し、進路希望を踏まえて自分の意見を発表する。 

［目標達成に向けた主な指導内容、手立て、留意点] ※自立活動シートから取り入れたものは、ゴシック体で表記 

・身体への負担を軽減するために、板書量を減らし、教科書内容を精選した学習プリントを作成・提

示する。また、見え方の実態を踏まえ、外部専門家の助言を参考にして、教室内の照明を調整した

り、プリントの重要語句を反転文字にして提示したりする。 

・生徒が自分で思考を整理できるように、段階的に発問し、生徒の意見を受け止めながら授業を進行

する。 

・自信をもって自分の意見を発表できるように、話形の見本を提示する。 
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［Ｂの目標達成度と、指導内容、手立て等の評価］ 

○目標達成度 

本時の評価規準 

社会的な思考・判断・表現 

・労働の意義について、職場体験や具体的な事例を基に考え、自分の意見を発表する。 

 Ａ（十分に評価できる） Ｂ（概ね満足できる） Ｃ（努力を要する） 

本学級に 

おける 

評価基準 

・労働の意義について、職

場体験や具体的な事例を

基に理解し、進路希望を

踏まえて、自分意見を発

表している。 

・労働の意義について、職

場体験や具体的な事例を

基に理解し、穴埋めカー

ドを用いながら、自分の

意見を発表している。 

・労働の意義について、職

場体験や具体的な事例を

基に理解し、助言を受け

ながら自分の考えをまと

め、発表している。 

 

授業後半の発問に対し、生徒は自分の考えを整理するときに迷っていたため、話形の見本を提示し

た。生徒は、話形を活用して、「僕は、働いて生きがいを感じることが大事だと思う。達成感がある

と仕事をまたがんばろうと思うから。」と、労働の意義と関連付けながら自分の意見をまとめたため

評価はＢとした。        

○指導内容、手立ての評価                         

・活動への見通しと活発な意見発表を引き出すため、教科書内容を精選したプリントを提示し、一つ

ずつ課題を解決できるよう段階的に発問したことが効果的だった。 

・労働の意義に沿った資料の提示やエピソードの紹介は、生徒が自分の体験を振り返り、理解を深め

る上で有効だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［単元におけるＢの「学んだことを生かして、自ら思考・判断・表現する姿」について］ 

 見え方や書字に困難さをもつＢは、照明や書字量を調整し学習環境を整えることで、活動の見通し

をもち、学習へ意欲と安心感をもって取り組めるようになった。また、教師が複数の発問（本時は７

回）をすることで、Ｂは活発に意見発表をするようになった。さらに、今までの進路指導と関連付け

て授業を進めたことで、賃金のためだけでなく生きがいを重要とする意識の変化、社会の一員として

人の役に立つ喜びの実感など、労働の意義の理解定着につながり、進路に対する自分の考えを深めら

れるようになった。 

<学習プリントの抜粋> 

・書字する項目は、「５総まとめ」のみ。 

・字体やフォントは、生徒の見え方に合 わせ

て設定。 
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Ｃ（抽出生徒）の実践 「学んだことを生かして考えたり、自分で説明したりする姿」 

高等部１年 数学Ⅰ 単元名 三角比 

［単元について］ 

 本単元は、三角比を利用して、直接測定することが難しい距離や高さなどを求める学習である。中学

校（部）では、「相似、三平方の定理、三角定規の三辺の比」を学ぶ。相似な三角形は対応する三辺の

辺の比が同じで、その比が分かれば、計算によってどんな距離でも求められる。その性質を利用すれば、

三角形の一つの角の大きさと一辺の長さを手掛かりにどのような距離も求められるということを段階

的に学べるようにしてきた。 

 本学級は男子２名からなる。２名の生徒が対話する中で課題解決に取り組んでほしいと考えたが、経

験不足から自分の考えを伝えることをためらい、授業では教師を介したやり取りが多かった。その解決

のために、生徒の記入したワークシートをモニターに投影し、生徒自身が説明をするようにした。「相

手に伝わるように説明しよう」という気持ちが、数学的な思考力の高まりに繋がると同時に、「どんな

利点があるのか」「どんな場面に使えるか」「自分はこう考えた」など、生徒同士考えを伝え合い、意見

を共有することを通じて、伝える力や相手の話を受け入れる気持ちの高まりにもつながると考えた。  

 

［Ｃの実態と自立活動の目標］ ＊自立活動シートより 授業と関連する内容はゴシック体で表記。 

①
実
態
の
整
理 

身体・健康・安全 日常生活力 人との関わり 豊かな生活 物事に向かう力 

・内反足のため、

時々バランス

を崩すことが

あるが、自力歩

行ができる。 

 

・脱いだ衣服の整

頓が苦手だが、

時間をかける

とできる。 

・考えをゆっくり

整理し、文字に

することで、理

由をつけて感

想や意見を伝

えられる。 

・病気や障害など

を抱えた人の

助けになりた

いという思い

をもっている。 

・行事などで経験

したことを応

用し、次の活動

に生かそうと

する姿が見ら

れる。 

②
困
難
さ 

・教室移動で方向を間違うといった方向感覚、空間認知の面での困難さがある。 

・調理の仕方、交通機関の利用などの経験が不足している。 

・今までの生活や活動での経験が不足しているため、行事などで何かを企画する際、アイデア

を出したり、未経験のことに対する展開を予測したりすることが苦手である。 

・「近くを通る車椅子のためにスペースを空ける」など、周りの状況を察して行動することが

難しいときがある。 

・まひのため指先が上手に使えず、細かい作業が苦手である。 

自立活動の年間目標 

・積極的に自分の意思を伝える。 

・相手の意見や考えを聞いて、それに対する受け答えをする。 

 

［Ｃの本時の目標］ 

・tanAの意味が分かり、今までに学んだ考え方を使って文字や数値で表現する。 

［目標達成に向けた主な指導内容、手立て、留意点］※自立活動シートから取り入れたものは、ゴシック体で表記 

・図形の特定の辺や角の特徴に気付くように、プレゼンで図の一部を焦点化する。 

・三角比の定義に結び付くように、学習プリントは順序立てて質問をしていく内容にする。 

・生徒同士が考えを伝えられるよう、生徒の導いた考えを iPad で投影し説明を求める。また、発表に

対して意見を尋ね、お互いの考えを伝え合う場面を設定する。 
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［Ｃの目標達成度と、指導内容、手立て等の評価］ 

〇目標達成度 

本時の評価規準 

知識・理解 ・tanA=
対辺

隣辺
が分かり、様々な直角三角形の tanAを求められる。 

 Ａ（十分に評価できる） Ｂ（概ね満足できる） Ｃ（努力を要する） 

本学級における 

評価基準 

・tan60ﾟ､tan30ﾟ､tan45ﾟ

を求める。 

・定義を用いて、tanＡを

求める。 

・チェックテスト、導入問

題のヒントを手掛かり

にtanＡを求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果として、
少年の身長

少年の影の長さ
＝

木の高さ

木の影の長さ
 に気づき、tanA は一定であるという結論に至った。tanAの意

味は理解できたが、三角定規の辺の比から tanAを求めるには、図をヒントとして示したため、評価を B

とした。 

○指導内容や手立てについての評価 

・生徒たちが、角度と辺の関係などに気付きながら段階的に学べるように展開されていた。 

・生徒が自分の考えを伝え、考えを共有できる場があった。 

・更に理解を深めるために、もっと話し合ったり考えたりする時間が必要だった。 

・生徒の見え方や障害特性に配慮したアプローチが必要だった。 

 

［単元におけるＣの「学んだことを生かして、自ら思考・判断・表現する姿」について］ 

生徒がお互いに発表する授業の展開は、毎時行っている。相手に「分かりやすく伝えよう」と考える

ことで、内容が整理され、数学的な思考力の高まりにつながっている。結果 tanAから sinA、cosAの理

解にもつながった。また、お互いの発表を傾聴し、間違いがある場合でも、「○○だから違うと思いま

す。」等、理由を伝えながら相手の立場を考えて発言するようになった。 

本時で Cが直感的に角度を判断したように、数学で学んだ知識と、直感的な判断では、直感が優先し

ていることも明らかとなった。生活経験、障害特性等を踏まえて、今までの学習から気付きにつながる

よう、問題の提示の仕方やヒントの与え方を考えたい。 

図１ 例題 

【授業中のエピソード】 

図１のような、木の高さを求める例題を提示し

た。影の長さの比から、生徒Ｃは相似比を出し、

木の高さを求めることができた。 

次に、図 2のように「少年と木を分けた時に、

両方の角度の大きさに差があるか。」を発問した。

生徒Ｃは「∠Ａ’（右の角）の方が大きい。」と答

えた。理由を尋ねると「木の方が高いから、角度

も大きくなると考えた。」と答えた。 

その後、学級のもう 1名の生徒から、「2つの図

形は相似だから、角度は同じだと思う。」という意

見があった。その考えを聞いて、生徒Ｃは、角度

は同じということに納得した。 

図２ 角度の問題 
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 今年度は、自立活動シート（以下シート）の作成を通して、児童生徒の自立活動の目標

や指導内容を整理した。さらに、シートを活用して、本時の目標を達成するために必要な

自立活動の指導内容を明確にした授業づくりに取り組んだ。 

 今年度の成果と課題について、研究方法の自立活動シートの作成については、以下の（１）

に、授業づくりを通しての児童生徒の変容は（２）にまとめた。  

 

（１）自立活動シートについて  

 １）良かった点  

  ・教師が一人で指導することが多いため、複数の教師で児童生徒の自立活動の目標や

指導内容を共通理解したり、検討・改善したりできたことで、客観的なシートが作

成できた。  

  ・自立活動の区分項目の関連性を話し合い、指導の根拠が考えられた。  

・児童生徒の実態と育てたい姿等から、具体的な課題や必要な支援等を設定するため

に、根拠を明確にして考えることができた。 

・授業のねらいや手立てに整合性ができた。 

 

 ２）改善点  

・シートの作成期間中に、生徒の実態や教師の視点も変わることもあった。短期間で

作成し、変容を見直す機会の設定が必要である。 

・次年度は、全児童生徒のシートを作成する。効率的に検討する方法が必要である。  

 

（２）授業づくり（自立活動シートの活用）と児童生徒の姿について 

  ・自立活動シートを基に、自立活動の目標や学習内容と各教科との関連を確認した。

教科における本時の目標を達成するために、児童生徒の実態に合わせて学習環境を

整えたり、教材を作成したりしたことで、児童生徒が活動へ見通しをもち、意欲を

もって取り組めた。  

  ・学習展開の中に、児童生徒が既習内容を基に思考する場面や相手に自分の考えを伝

える活動（学んだことを生かして、思考・判断・表現する姿）を設定したことで、

児童生徒が学習した内容が整理され、定着したり、思考力が高まったりした。また、

相手のことを考えて発言するようになってきた。  

 

 以上のことから、自立活動シートは、「児童生徒の実態を共通理解するためのツールとし

て有効だった」「根拠を明確にした目標設定ができた」「本時のめあて達成のための支援と

なった」という成果があった。課題としては、シート作成に時間がかかったことから、効

率的な作成・活用方法の必要性が挙げられた。来年度は、シートを効率的に活用しながら、

児童生徒の「学んだことを生かして、自ら思考・判断・表現する姿」がより具体的に表れ

る授業づくりを検討し、実践していきたい。  

４ まとめ  
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Ⅱグループ（各教科等を合わせた指導）の実践 

 

 

 

 

 

（１）自立活動シートの作成 

・対象となる児童生徒を、各学部から１～２名ずつ抽出する。 

 ・学部ごとのグループに分かれて、抽出児童生徒の実態や自立活動の年間目標、指導内容等について

ワークショップを行う。 

（２）授業づくり 

 ・Ⅱグループにおける「自分の力を存分に発揮する姿」を具体化して、授業の目標や指導内容等を検

討する。 

 ・自立活動シートの内容を、指導内容や手立て等を検討する際の参考にし、「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をする。 

（３）授業評価 

 ・各種授業研究会を通して、児童生徒の目標達成度、教師の手立てを評価する。 

 ・授業の目標達成のために取り入れた自立活動の指導内容を評価する。 

（４）児童生徒の変容の評価 

 ・単元や題材を通して、「自分の力を存分に発揮する姿」が具体的に育ったかを評価する。 

 

 

         ＊グループに関わるものだけ記載 

期 日 研究・研修 内 容 等 
５／ ９（水） 全校研 

グループ研① 

自立活動シートについて 

Ⅱ類グループの「自分の力を存分に発揮する姿」 

の具体化                （ワークショップ）  

６／ ７（木） グループ研② 抽出児童生徒について自立活動シート作成 

（ワークショップ） 

７／ ４（水） グループ研③ 全校授業研究会に向けて検討会（小５生単） 
７／ ９（月） 全校授業研究会 小５：生活単元学習 授業提示 研究会 
８／２８（火） グループ研④ 抽出児童生徒について自立活動シート作成 

（ワークショップ） 
１０／１８（木） グループ授業研①② 中１：日常生活の指導  授業提示 研究会 

高２：数学 授業提示 研究会 
１２／ ４（火） 初任者授業研究会 中３：生活単元学習 授業提示 研究会 

１２／１８（火） グループ研⑤ 抽出児童生徒の変容について（ワークショップ） 

１／２２（火） グループ研⑥ 研究紀要作成について 
２／ ５（火） グループ研⑦ 今年度のまとめと来年度に向けて 

 

１ 研究の方法 

２ 研究計画 

Ⅱグループの「自分の力を存分に発揮する姿」 

→「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」 
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小学部５年 生活単元学習 単元名「宿泊学習を振り返ろう！～報告会に向けて～」 

［単元について］ 

本単元は、４、５年生合同で行った宿泊学習を振り返る学習である。｢協力、チャレンジ、えが

おでレッツゴー！｣のスローガンを生かしたグループ及び、個人の目標を設定し、友達と協力した

り、自分の役割を果たしたりすることを意識して学習した。 

学習を振り返る活動は、自分や友達の頑張りや、今後、取り組んでいく課題が分かる。また、

うまくできたことを続け、うまくできなかったことは、どうしたらよいのかを考えることもでき

る。発表する活動は、相手に伝わるように、姿勢や声の大きさ、最後まではっきり話すこと等を

考えられ、分かりやすくするために、実際に演じたり、イラストや写真を提示したりなど、視覚

的な工夫もできる。さらに、話す人に注目するなど、話を聞く態度を養い、高学年として低学年

の見本となって小学部をリードする力を高められると考え、本単元を設定した。 

 

 

［D（抽出生徒）の実態と自立活動の目標］＊自立活動シートより 

 身体・健康・安全 日常生活力 人との関わり 豊かな生活 物事に向かう力 

①

実

態

の

整

理 

・体温が高めに（３

７.５度）なりや

すいが、体調の

悪い様子は見ら

れず元気に過ご

す。 

・校内は独歩で移

動は可能だが、

周囲に気持ちが

向き、横を向い

たり、顔を下げ

たりして転倒の

危険があるた

め、そばでの見

守りが必要。 

・全介助でおむつ

使用。ズボンを

下げる、手すり

につかまり立つ

等の協力動作が

見られる。 

・全介助。袖を引

っぱって脱ぐ、

ズボンやズック

に足を入れる等

の協力動作が見

られる。 

・給食用具を袋に

入れる、ゴミを

捨てる等の片付

けができる。 

・名前を呼ばれる

と相手を見て

うなずいたり、

「はい」と返事

をしたりする。 

・簡単な指示が分

かり、自分で行

動しようとす

る。 

・身近な教師に自

分の気持ちを

単語や動作で

伝えようとす

る。 

・活動を繰り返す

ことで、大まか

に何をするの

かが分かる。 

・繰り返し伝える

ことで、やって

はいけないこ

とが分かるよ

うになってき

ている。 

・休み時間に、友

達と遊んだり、

歩いたりする

ことを好む。 

 

・朝の会等、同じ

パターンの繰り

返しの活動には

見通しがもて

る。 

・繰り返し取り組

み、何をするの

かが分かると同

じ活動に時間い

っぱい集中して

向かうことがで

きるようになっ

てきた。 

②

困

難

さ 

・自分の気持ちを伝える方法が限られている。 

・経験不足や不器用さ、注意が移りやすい特性などから、主体的に行えるＡＤＬ動作があまり

多くない。 

・継続的に活動を行える体力が備わっていない。 

自立活動

年間目標 

 

・「～して（要求）」と「いや（拒否）」を言えるようになる。 

 

 

３ 研究実践 
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［D（抽出児童）の本時の目標］ 

・教師の問い掛けを聞いて、友達が頑張ったことを正しく選ぶ。 

［目標達成に向けた主な指導内容、手立て、留意点］※自立活動シートから取り入れたものは、ゴシック体で表記 

・目標の振り返りができるように、目標と振り返りを一体化したカードを用意する。 

・目標の達成度が一目で分かるように、評価は｢  ｣又は｢△｣で表わす欄を設ける。 

・自分の活動を視覚的に振り返ったり、発表する際の補助資料として活用したりできるように、イラス

トや写真などの視覚的情報を用意する。 

・友達の頑張りに気付いたり、認め合ったりできるように、友達のよいところを見付けて、発言した

り拍手などをしたりする場面を設定する。 

・友達に注目したり、児童同士でやりとりしたりできるように、指導者の人数を調整する。 

 

 

［D（抽出児童）の目標達成度と、指導内容、手立て等の評価］ 

「○○さんが頑張ったのは△△ですかそれとも□□ですか。」という教師の問い掛けを聞いて、「△

△。」と友達が頑張ったことを正しく選択して答えることができた。目標は達成できたといえる。 

○指導内容、手立ての評価 

 目標と目標に対する振り返りが一目で分かるカードを用意した。また、イラストや画像などの視覚的

情報も活用した。これらのことが、発表内容の要点をつかんだり、 

自信をもって発表したりすることに有効だった。 

 最多で、６人になる指導者の配置を２人にした。友達と教師が 

やり取りを行っている様子に注意が移りやすい児童であるが、指 

導者の人数を少なくし、働き掛けを精選したことで、周囲に気を 

逸らさずに、発表者に注目することができた。 

 

〈宿泊学習報告会で発表する様子〉 

 

［単元における D（抽出児童）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」につい

て 

Ⅱグループの目指す姿から、本単元では、「自分の得意な方法で、意欲的に頑張ったことを発表した

り、関心をもって友達の発表を聞いたりする姿」と設定した。 

単元を通して、「相手に伝わる話し方のポイント＝顔を上げる・大きな声（動き）で話す・最後まで

はっきり話す」、「聞くポイント＝頑張ったところを見付ける」の２点を学習グループ全体の約束とし

て設定し、導入時に毎回確認する時間を設けた。さらに、いつでも確かめられ、常に意識できるように、

分かりやすくイラストに表して掲示も行った。ポイントを絞り、視覚的にも示したことで、児童は自分

の頑張ることや、得意なことを生かせる場面が分かり、意欲的に練習と発表に取り組んだ。また、発表

を聞く活動においては、他の児童も相手に伝わる話し方を意識した発表になったため、関心をもって発

表を聞いた。さらに、友達の頑張ったことの要点を捉えられるようにもなってきた。 
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中学部３年 生活単元学習 単元名 

「きらり紹介し隊パートⅢ～ボッチャをプロデュース～」 

［単元について］ 

「きらり紹介し隊」は、生徒が興味をもっていることを紹介する活動を通して、生徒が自分の役割

や活動の改善点などを話し合い、発表を繰り返す単元である。パートⅠ・Ⅱを通して準備、説明、実

演などの活動を学級の生徒５名で役割分担をして発表し、見ている人を楽しませる経験ができた。 

３回目となる本小単元は、国際教養大学の学生との交流である。相手に合わせて英語を使用する、

分かりやすく相手に伝えるための情報保障としてカード等を使用するなど、１、２回目の小単元と変

更点がある。これまでの経験を生かし、会をスムーズに進めるためにはどう役割を果たせばよいかを

話し合う場面や、友達が困っている場面で助け合おうとするなど、課題を解決しながら進行する姿が

期待できると考えた。 

 

［E（抽出生徒）の実態と自立活動の目標］＊自立活動シートより 

 身体・健康・安全 日常生活力 人との関わり 豊かな生活 物事に向かう力 

①

実

態

の

整

理 

・排尿感覚が弱い。

おむつを使用。 

・左半身のまひが

強い。左手を意

識して使うよう

になってきた。

両腕とも肩より

上に自分では挙

げられない。 

・視力は弱く（右

0.08 左 0.06）、

乱視傾向があ

る。 

・電動車椅子を使

用。 

・動かしてほし

いところを伝

えると腕を曲

げ伸ばしして

協力動作をと

る。 

・一人で大まか

に歯磨きし、

教師が仕上げ

をする。口を

すすぐことが

できる。 

・元気に自分から挨拶

することができる。 

・必要に応じて教師に

依頼することがで

きるが、タイミング

がつかめないこと

がある。 

・相手の気持ちを深く

考えず、自分の気持

ちを一方的に伝え

ようとすることが

ある。 

・集団での学習を通

し、友達にライバル

心を抱いたり、友達

の行動を認めたり

する様子が見られ

るようになってき

た。 

・好きな歌の歌

詞、アニメの

キャラクタ

ー等よく覚

えている。 

・一度注意され

たことは理

解し、次から

修正する。 

・好きな学習や

行事を楽し

みにし、事前

から意欲的

に過ごす。 

 

・日課や時間割

は覚えるこ

とが難しい

が、月予定は

大まかに把

握している。 

・目標を掲げて

それに向け

て努力する

ことができ

る。 

・学校に慣れ、

クラス以外の

友達や教師に

も声を掛ける 

 

②

困

難

さ 

・状況や場面に応じた自分の考えや思いを、分かりやすく伝えられないことがある。 

・視力の弱さにより、視覚的情報が入りにくく、状況を把握しづらい。 

・自信のないことには消極的である。また、失敗したときには落ち込むことがある。 

自立活動

年間目標 

・状況や場面に応じて自分の考えや思いを（正確に）伝える。 
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［E（抽出生徒）の本時の目標］ 

・相手や進行状況に応じて、適切な受け答えをしたり、正しいルールをはっきりとした声で伝えたりす

る。 

［目標達成に向けた主な指導内容、手立て、留意点］］※自立活動シートから取り入れたものは、ゴシック体で表記 

・自信をもって発表できるよう、読みやすいカードを準備したり考えを話す機会を意図的に設定したり

する。 

・友達から評価を得られる場面を設定したり、話合い活動の際は考えを話す機会を設定したりする。 

 

 

［E（抽出生徒）の目標達成度と、指導内容、手立て等の評価］ 

○目標達成度 

  黒地に白文字、読みやすい大きさのカードなど、自信をもって発表できるような環境を設定したと

ころ、ルール説明については大きな声ではっきりと英語で、交流相手の外国人を想定した教師に伝え

た。おおむね目標は達成された。 

また、練習を繰り返したことで話す順番を正確に覚え、適切に会を進行した。しかし、本時中の話

合いなどではあまり発言せず、受け答えの面などでは繰り返しの練習が必要である。 

○指導内容、目標の評価 

発表に関する目標設定は適切であり、文字の大きさや提示 

場所などの工夫によって、Ｅ生徒の発表に対する自信を十分 

に付けることができた。このような手立ては本単元だけでな 

く、日常生活の指導や各教科の中でも行い、更にＥ生徒の自 

信につながった。 

 

〈ルール説明で進行について話し合いをする様子〉 

 

 

［単元における E（抽出生徒）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」につい

て 

Ⅱグループの目指す姿から、本単元では、「相手や進行状況に応じて適切な受け答えをしたり、自信

をもって相手に正しいルールをはっきりとした声で伝えたりする姿」と設定した。 

単元全体を通して、発表を練習する時間や課題解決に向けて話し合う時間を設定した。発表練習につ

いては、環境を整えたり繰り返し練習したりすることで少しずつ上達した。話合いについては初めはな

かなか言い出せないでいたり、途中で話をやめてしまったりしていたが、どんな意見でも否定しない教

師の姿勢や、うなずき、同調するなどの聞き手側の反応を大切にした授業を繰り返したことで、少しず

つ自分の意見を話すようになった。特に単元最後のＰＴＡでの発表に向けた授業の準備では、ゲームの

持ち方について活発な話合いとなり、相手に分かってもらうために自分の意見を伝えようとするなど、

今までにない姿が見られ、本単元を通した成長が感じられた。 
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高等部２年 数学 題材名「生活に関わる計算」 

［題材・単元について］ 

生徒はこれまで、生活に関わる文章問題や課題を話合い、解決を図る活動を行ってきた。 

本題材は、消費生活に関する料金・価格の変化やお買い得商品の見方を通して、折れ線グラフの値

を読み取ったり、単位量あたりの大きさを計算したりして、生活に関わるお金への興味や読み解く力、

計算力を高める学習である。料金・価格のグラフや資料を活用した学習は、資料に隠れている新たな

情報を捉えたり、生徒同士で考えたことを説明し合ったりする機会となる。また、生徒同士で説明し

合うことで、自分の考えを見つめ直し、新しい解決方法を知る場でもある。生徒にとって身近な生活

と関わりのある題材を中心に設定することで、生活経験を学習の場に生かしたり、学習したことを生

活の場に生かしたりできると考えた。 

 

［F（抽出生徒）の実態と自立活動の目標］＊自立活動シートより 

 身体・健康・安全 日常生活力 人との関わり 豊かな生活 物事に向かう力 

①

実

態

の

整

理 

・自分の障害につ

いて、おおよそ

のことを理解し

ている。 

・肘を曲げる動作

が難しく、握力

も弱い。指先を

使った細かい作

業が得意。 

・電動車椅子の走

行ルールについ

て理解し、周囲

に気を配って移

動できる。 

・日常生活におけ

る準備や片付け

の手順、置き場

所等を知ってい

る。自力で行う

ことが難しいと

きは、適切な説

明を加えて依頼

することができ

る。一方で、自

分でできること

も面倒で依頼す

ることがある。 

・慣れない環境や

自信のない活

動場面では声

が小さくなる

が、受け答えで

きる。 

・自分の考えや身

の回りの出来

事を進んで話

す。自分が興味

のある話題を

一方的に話す

ことがある。 

・テレビから昨

今の事件や

流行につい

て情報を得

ている。自然

科学等の興

味のある内

容に関して、

知識や話題

が豊富であ

る。 

・ルールを守ろ

うとする。 

 

・締切りなどに合

わせて自分で計

画的に進めるこ

とが難しい。 

・自分の役割を理

解し務めようと

するが、気がの

らない内容を後

回しにして完遂

できないことが

ある。 

②

困

難

さ 

・腕を上げることが難しいため、一人で最後までやり遂げることが難しく、周囲に依頼する

場面が見られる。 

・人見知りにより、慣れた人にだけ依頼することが多いため、誰にでも依頼できるとよい。 

・常時車椅子を利用し、体が大きくなってきていることもあり、家で入浴したり、休日に外

出したりすることが難しい。入浴サービスを受けたり、余暇の活動の幅が広がったりする

とよい。 

自立活動

年間目標 

・自分で自身の健康や係の仕事の予定などを管理する。 

・卒業後の生活に向けて、外出経験を通して余暇活動の充実を考える。 

・友達や実習先職員などとのコミュニケーションの機会を通して、集団活動のルールを身

に付ける。 
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［F（抽出生徒）の本時の目標］ 

・「１袋あたり」もしくは「１ｇあたり」の金額を計算し求め、お買い得な理由を説明する。 

［目標達成に向けた主な指導内容、手立て、留意点］※自立活動シートから取り入れたものは、ゴシック体で表記 

・学習への興味・関心を高められるように、身近な生活の話題を課題に設定し、写真など視覚的な資料

を準備する。 

・「単位量あたりの大きさ」を求める計算方法を思い出せるように、例題を示して立式の方法を話す。 

・自ら考え、説明することへの意欲を高められるように、肯定的に受け止めたり、新しい発見を見出し

たりできる話合いの場を設定する。 

 

 

［F（抽出生徒）の目標達成度と、指導内容、手立て等の評価］ 

２つの商品（うどん）のうち、どちらがお買い得か考えたときに、金額、量に着目して計算すること

ができていた。また、計算結果を基に自分の言葉で理由も含めてどちらがお買い得かについて説明でき

ていたので、目標は概ね達成できたといえる。 

○指導内容、手立ての評価 

 繰り返しの内容だったため、「g」「円」に着目して計算する課題から、「袋」「g」「円」に着目して計

算する課題へとステップアップした。そして、解決のポイントとして、生徒から挙がった前時までの学

習のキーワード「１ｇあたり□円」を提示した。 

Ｆは「ｇ」に着目し、小袋に入っているうどんの重さをもとに、全 

体の重さを求めて、１ｇあたりの値段で２つの商品を比較した。前時 

までの学習を踏まえて、立式し、答えを求められた。今後は、「１袋あ 

たりの値段」を求めても２つの商品を比較できることに気付けるよう 

に、教師の発問から生徒同士で考える場を設定できるとよかった。 

 

〈ホワイトボードを使用して説明する様子〉 

 

 

［題材における F（抽出生徒）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」について 

Ⅱグループの目指す姿から、本題材では、「自分で計算方法を考えて答えを求め、考えたことを分かり

やすく説明し、生徒同士で解決する姿」と設定した。 

本時だけでなく、題材全体を通して、一人で考える時間、グループ全員で考える時間を設定した。始

めは、友達の意見を聞きながらも自分の意見を通そうとすることが多かったが、教師が友達の意見も聞

いてみるよう助言し、ホワイトボードを使用して説明する場を設定することで、少しずつ友達の意見の

良さに気付き、良いところを参考にしながら計算方法などを考えられるようになってきている。また、

分からないところを自分で考える時間や、計算方法を説明し合う時間に友達や教師に質問しながら、最

後まで答えを導き出そうする姿や、納得できるまで解決方法を考えようとする姿が見られるようになっ

てきた。 
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今年度は、自立活動シートの作成を通して、児童生徒の自立活動の目標や指導内容を整理した。さら

に、自立活動シートを活用して、本時の目標を達成するために必要な自立活動の目標を明確にし、目標

や指導内容の検討を行った。研究方法の自立活動シートの作成についての成果と課題は、以下の（１）

に、授業づくりや授業の評価、児童生徒の変容は各学部の実践事例と（２）にまとめた。 

 

（１）自立活動シートについて～職員アンケート調査より～ 

 １）良かった点 

 ・授業に携わる複数の教師の目で見て実態把握をし、目標や具体的指導場面について整理できた。 

  また、児童生徒の実態把握や、今後の課題について新たな視点に気付いた。 

 ・課題から目標につなぐための自立活動の項目を整理しながら目標を立てることにつながった。 

 ・複数の教師間で共通理解を図る際の資料として活用できた。 

 ・シートを作成することで、児童生徒の実態や具体的な指導場面などが整理できて授業中の支援や、

時間における自立活動の内容について考える際の参考になった。 

  

 ２）改善点 

 ・実態把握の際、マイナス面に注目してしまいがちになる。プラス面に目を向けるようにすることで

前向きな目標設定ができるのではないか。 

 ・自立活動の項目と、それ以外の授業の具体的な指導場面とを合わせて話し合う際、うまく整理でき

ないことがあった。もう少し合わせて考えられるようにしていけるとよい。 

 ・手順がやや複雑で、作成途中で何を求めようとしているのか見失いがちになってしまった。もう少

し簡略化できるとよい。 

 ・児童生徒の変容などについて定期的に話合いをし、目標指導内容等について検討できるように、短

時間で作成できるとよい。 

 

（２）授業づくり（自立活動シートの活用）と児童生徒の姿について 

  ワークショップを通して自立活動シートを作成し、授業づくりに生かしたことで、事例で挙げた児

童生徒以外にも次のような変容が見られた。 

  ・教師や友達に自分から挨拶をしたり、声を掛けたりするようになった。 

  ・責任をもって自分の役割を果たすようになってきた。 

  ・場面によって大きな声で話すようになった。 

  ・発語が増えた。 

 

  以上のようなことから、自立活動シートの作成や活用を通して、児童生徒の変容だけでなく、実態

や目標を共通理解するためのツールとして有効だった、具体的な指導場面を整理できた、という成果

があった。課題としては、作成したシートを基に定期的に評価し、指導内容等の検討をする機会を設

定する、自立活動シートを教師間でいつでも共有できるようにする等の点が挙げられた。 

  次年度は、「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」を目指して、自立活動シ

ートを効果的に授業づくりに活用していきたい。 

４ まとめ 
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Ⅲグループ（自立活動の指導）の実践 

 

 

 

 

 

 （１）自立活動シートの作成（児童生徒を抽出して） 

  ・自立活動シート（仮案）をワークショップで作成する。 

 （２）授業づくり 

  ・Ⅲグループにおける「自分の力を存分に発揮する姿」を具体化する。 

  ・自立活動シートを授業づくりに活用する。 

 （３）授業評価 

  ・各種授業研究会を通して、児童生徒の目標達成度、教師の手立て等を評価する。 

 （４）児童生徒の変容の評価 

  ・題材の中で「自分の力を存分に発揮する姿」が具体的に表れたか評価する。 

 

         ＊グループに関わるものだけ記載 

期 日 研究・研修名 内 容 等 

5/ 9・水 グループ研究会① ・各グループ研究主題の検討   ＊ワークショップ 

6/ 7・木 グループ研究会② ・自立活動シートの作成・検討   ＊ワークショップ 

7/ 6・金 グループ研究会③ ・自立活動シートの作成・検討  ＊ワークショップ 

7/18・水 

 19・木 

グループ授業研究会 ＜提示授業＞小２－２自立活動（学級） 

「お話遊び～スイミーといっしょにあそぼう～」 

＜研究協議＞「児童が『見たい』『やってみたい』と思えるような

教材と気持ちを伝えるための場面設定について」 

8/28・火 グループ研究会④ ・自立活動シートの作成・検討  ＊ワークショップ 

11/14・水 グループ授業研究会 ＜提示授業＞高１－２自立活動（学級）  

      「クラス deミュージック」 

＜研究協議＞「生徒が表した気持ちを受け止め、共有していく

ための場の設定や教師の働き掛けについて」 

11/22・木 グループ研究会⑤ ・全校授業研究会に向けた事前授業検討 

12/13・木 全校授業研究会４ ＜提示授業＞中２－２自立活動（学級） 

「星空ミュージアム～プラネタリウム＆ワークショップ～」 

＜研究協議＞「生徒が気持ちを伝えたり、働き掛けに応えたりし

ていくための学習活動がさらに発展していくため

の授業のアイディアや支援の工夫について」 

  【指導助言】 秋田大学 准教授 高田屋陽子 氏 

12/18・火 グループ研究会⑥ ・今年度のまとめ（研究の成果と課題）  ・研究紀要執筆 

1/22・火 グループ研究会⑦ ・研究紀要について（今年度のまとめ） 

2/ 5・火 グループ研究会⑧ ・研究紀要について（今年度のまとめ） 

１ 研究の方法 

２ 研究計画 

Ⅲグループの「自分の力を存分に発揮する姿」 

⇒「活動に見通しをもち、自分の気持ちを伝える姿」 
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小学部２年 自立活動（学級） 題材名「お話遊び ～スイミーといっしょにあそぼう～」 

［抽出児童Ｇの実態と自立活動の年間目標］ 

これまでＧは絵本の読み聞かせや、絵本の物語を題材とした粗大運動や制作活動などのお話遊びに取

り組んできた中で、見通しがもてない活動や触り慣れていない物について、かたくなに手を引っ込めて

しまうことも多かった。しかし、繰り返し取り組むことで見通しをもつことができた活動では、「やっ

てみたい人？」という教師の問い掛けに対して発声や動作、表情で応えたり、活動している友達に関心

をもち、手を伸ばして関わろうとしたりする姿が増えてきている。 

自立活動シート作成のワークショップより、自立活動の年間目標は、「身近な大人と一緒に繰り返し

活動する中で、見通しをもち、自分から活動に関連する物に触れたり、操作したりする。」とした。身

近な教師と一緒に安心した環境の中で、繰り返しの活動を見たり取り組んだりすることで見通しをもつ

ことができれば、自分から「やってみたい」と手を伸ばしたり発声で伝えたりして、主体的に活動する

ことができると考え設定した。 

 

［題材について］ 

本題材の主な活動は、スイミーの物語を体験する「お話遊び」である。「スイミー」は、起承転結が

はっきりしていて、様々な海の生き物が登場し、状況や場面転換が分かりやすい。また、海の生き物に

関連したゲームや感触遊びなど、児童の実態に合わせて楽しく活動できる場面を設定できる。それらの

活動を積み重ねることで、お話の流れに見通しをもち、自発的に取り組み、達成感を味わうことができ

ると考え、本題材を設定した。 

自立活動シートの年間目標を受けて、本題材におけるＧの「活動に見通しをもち、自分の気持ちを伝

える姿」は、「友達の様子に注目したり繰り返し経験したりすることでやり方を理解し、表情や発声、

動作（挙手）でやりたい気持ちや楽しい気持ちを教師に伝える姿」と捉え、実践した。 

 

［抽出児童Ｇの題材の目標］ 

・友達が活動している様子を見て、やってみたいと、手を挙げたり目で追ったりする。 

【環境の把握（１）】 

・効果音や海の生き物が登場することで、場面の変化に気付いて、驚きややりたい気持ちを身体で表現

する。                             【コミュニケーション（１）】 

［目標達成に向けた主な指導内容、手立て、留意点］ 

※ゴシックは作成した自立活動シートから取り入れた指導内容や配慮点 

・見通しをもって取り組めるように、１時間の活動の流れを固定したり、期待感が高まるように、友達

が活動する様子を見やすい座席配置にしたりする。 

・輪が付いたひもを引く、物をつかむなど得意な動作や、ボール転がしなど経験したことのある活動を

取り入れたり、海の生き物や補助具等を差し出して、自分からつかもうとするのを待ったりする。 

・自分や友達が引っ張った岩の下から魚が出てきたり、まぐろが登場して場面が変化したりしたことに

気付けるように、効果音を鳴らす。 

・注目しやすいように、海の生き物の色や素材に配慮し、ブラックボードを用いて提示する。 

 

３ 研究実践 
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［抽出児童Ｇの指導内容、手立て等の評価］ 

・１時間の活動の流れを固定し、活動している友達の様子を見やすい配置にしたり、取り組む順番を２

番目以降としたりしたことが有効だった。友達の様子に注目することで、活動内容に見通しをもち、

どのように活動をするのかが分かり、教師が「次にやってみたい人？」と問い掛ける前から、「やっ

てみたい」と手を伸ばし気持ちを伝えることが増えた。 

・輪が付いたひもを差し出すと輪をじっと見つめ、教師が言葉で促さなくても、自分から輪を握り、引

っ張ることができた。まぐろを倒す場面で、ボールを転がしてまぐろの絵に当てる活動を設定し、自

分からボールを転がすことができたが、それによって「まぐろをやっつけた」という実感に結び付け

ることは難しかった。 

・岩をはがしたときにウインドチャイムを鳴らすことで、魚が現れることが分かり見ることができた。

まぐろが登場する場面では、緊迫感のある曲を流すことで、身を縮めながら、まぐろが出てくる方向

を見ていた。 

・見やすい黄色や白の縦しま模様の魚をブラックボード上に載せて提示すると、じっと見つめることが

できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【授業研究会より】 

・児童が「できた」という達成感を用意してほしい。また、ちょっとした間があってもよい。効果音を

使ってみる、児童の表情を読み取る、児童の言った言葉を拾ってフィードバックするなど、間を空け

ることによって、「次、何が起こるんだろう」と予測できる豊かな授業になっていく。（伊藤教頭指導

助言より） 

 

［題材における抽出児童Ｇの「活動に見通しをもち、自分の気持ちを伝える姿」についての変容の評価］ 

活動の流れを固定し、繰り返し取り組むことで、見通しをもつことができた。他の題材についても同

様に行ったところ、教材を提示するだけで期待感が高まり、笑顔になることが増えた。 

取り組んだことがある活動や素材を取り入れることで、教材に手を伸ばしたり、手を挙げて「やりた

い」「触ってみたい」という気持ちを伝えたりする姿が見られた。また題材が変わっても、以前に使用

した素材（水を入れたビニール袋、毛糸など）を用いることで触れることへの抵抗感が減り、自分から

触れようとする姿も見られた。 

友達の活動の様子を見て、触れたことがない素材に触ろうとしたり、「やってみたい」と友達の方へ

手を伸ばしたりして友達を意識するようになってきた。 

 

〈岩はがしでひもを引っ張るＧ〉 

〈くらげに手を伸ばすＧ〉 

〈まぐろを倒すボール転がしをするＧ〉 
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中学部２年 自立活動（学級）  

題材名「星空ミュージアム ～プラネタリウム＆ワークショップ～」 

［抽出生徒Ｈの実態と自立活動の年間目標］ 

 昨年度Ｈは、ハーバリウムショップを開店してお客さんを招待する学習に取り組んだ。開店に向け

て準備をし、開店当日は店員としてお客さんとやり取りした。これらの活動を通して、自分のやって

みたい活動についてまばたきで選び、教師と一緒にお客さんに花などを渡すことができるようになっ

た。また、教師と一緒に「いらっしゃいませ」などの挨拶をしたり、お客さんからの「○○の花をく

ださい。」などの言葉掛けに舌の動きで応えたりするなど、やり取りを楽しめるようになってきた。 

 自立活動シート作成のワークショップより、自立活動の年間目標は、「パターン化された活動の中

で、自分の役割に気付いて、行動する。」である。店の開店を目指し、活動をパターン化して繰り返

すことで、自分のやるべきことに気付いて活動に取り掛かったり、物の受け渡しなどの場面でお客さ

んと直接的なやり取りをしたりすることができると考え、目標を設定した。 

 

［題材について］ 

本題材は店（プラネタリウムの上映とワークショップの開催）の開店を中心として構成されている。

プラネタリウムは校外学習で体験したことがあり、明暗や光、音楽などを楽しむ様子が見られた。興

味関心が高い活動を題材として設定することは学習への期待や意欲の高まりを期待できる。プラネタ

リウムの上映のためには、準備における制作活動や開店当日の係などにおいて様々な役割が必要にな

る。そのため、生徒の得意なことを生かした役割分担を設定しやすく、自分や友達のできることにつ

いて理解を深めることができる。また、同時にワークショップを開催することで、店員としてたくさ

んのお客さんとやり取りの場面を設定でき、伝えたり応えたりする経験を重ねることができると考

え、本題材を設定した。 

自立活動シートの年間目標を受けて、本題材におけるＨの「活動に見通しをもち、自分の気持ちを

伝える姿」は、「固定化された役割の中で、まばたきで役割を果たしたり、言葉掛けに応えたりする

姿」と捉え、実践した。 

 

［抽出生徒Ｈの題材の目標］ 

・自分の得意なことが分かり、自分の役割を果たそうと、まばたきをする。 

【人間関係の形成（３）】【身体の把握（１）】 

・まばたきをしてやりたい活動を伝えたり、お客さんからの言葉掛けに応えたりする。 

【人間関係の形成（１）】【コミュニケーション（１）】 

［目標達成に向けた主な指導内容、手立て、留意点］ 

※ゴシックは作成した自立活動シートから取り入れた指導内容や配慮点 

・自分のできることや得意なことが分かるように、役割決めの場面では長所をキーワードで伝えたり、

実際に取り組んだりする場面を設定する。 

・見通しをもって役割を果たすことができるように、学習内容をパターン化したり、得意なことを生

かした役割を設定したりする。 

・自分の気持ちを教師に伝えられるように、「○○ですか？□□ですか？」など決まった形で気持ち

を聞いたり、制作活動における選択場面では具体物を提示したりする。 

・お客さんからの言葉掛けに応えられるように、受け応えについて部分的にパターン化し（どうぞ、

お願いしますなど）、やり取りの練習を繰り返し設定する。 
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［抽出生徒Ｈの指導内容、手立て等の評価］ 

・役割決めの場面では、友達や教師からの意見を基に「まばたきで伝えることが得意である。」とい

うことについて自己理解を深め、自信をもって、まばたきを生かした役割「詩の朗読」に決めた。

朗読する詩は、いくつか提示した中から自分で選び、まばたきで伝えた。また、練習場面や開店当

日にまばたきをして詩を朗読する役割（教師はまばたきに合わせて詩を代読して支援する）を果た

した場面で即時評価したことで、達成感を感じたように大きく目を開いていた。 

・自分の役割に見通しをもてるようにするために、店の準備と開店についての小題材を４回繰り返し

たことや開店当日の流れを固定化（プラネタリウム、ワークショップの順）したことで、流れが分

かり、題材後半では自分の役割場面を期待して待っているようだった。自分の役割場面に気付ける

ように明暗や照明をきっかけにしたことで、照明がつくとぱっちりと目を開けて準備している姿が

見られ、効果的であった。 

・自分の気持ちを教師に伝えられるように、「筆で書きますか？ペンで書きますか？」など活動の仕

方を二択で尋ね、実際に触れたりやってみたりする時間を確保して何を使って活動を進めたいかを

確認したことで、自分でまばたきで選択するようになった。 

・ワークショップでは、「○○をください。」に対して「はい、どうぞ。」などとパターン化したや

り取りを設定して練習するとともに、お客さんにねらいとしていることや、生徒が練習しているや

り取りについてあらかじめ伝えて共有しておいたことで、当日はお客さんの「○○をください。」

という言葉掛けを聞いてまばたきをして応えた。また、お客さんとの密なやり取りを確保するため

に、お客さんの人数を生徒の人数と同数の３名とするとともに、日頃から生徒と関わりがあり生徒

の実態が分かる学部職員などをお客さんとして設定したことで、まばたき等の発信を丁寧に受け止

めてもらうことができ、有効であった。 

【授業研究会より】 

・自分がアクションを起こした結果、お客さんから即時的に称賛

などで返ってきたりする場面や、何か変化が起きたりする場面

が不足していた。そういった経験を積み重ねることで、伝わっ

たことを実感することができ、自分から働き掛けようとする姿

へつながるのではないかと考える。 

〈ワークショップでお客さんとやり取りをするＨ〉 

 

［題材におけるＨの「活動に見通しをもち、自分の気持ちを伝える姿」についての変容の評価］ 

固定化された活動の繰り返しの中で、言葉掛けやタッチなどの教師の直接的な支援を段階的に減ら

した。そうすることで、プラネタリウムの上映場面では、暗転や照明、ＢＧＭなどをきっかけとして

自分の状況を把握して自分の活動場面であることに気付き、役割を果たそうとまばたきをする姿が見

られるようなった。 

受付の場面では、お客さんが来ると自分から「いらっしゃいませ。」

とまばたきで挨拶できた。また、ワークショップのお客さんと部材

をやり取りする場面では、教師がやり取りを仲介しなくても、お客

さんからの「部材をください。」という言葉掛けに対して、「どうぞ。」

とまばたきで応えてやり取りする姿が見られた。 

直接的なお客さんとの関わりだけでなく、離れた位置にいる友 

達を気に掛けている表情や目の動きが見られ、周囲へ関わろうと            

する姿が増えてきた。                   〈まばたきで詩を朗読を表現するＨ〉 
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高等部１年 自立活動（学級） 題材名「クラスｄeミュージック」 

［抽出生徒Ｉの実態と自立活動の年間目標］ 

Ｉはコミュニケーション面において、学校生活全般を通して教師や友達からの働き掛けに相手の方を

見ようと目を動かしたり、発声で応えようとしたりすることが多くなってきている。学習面では音楽を

使った活動や一人一人の役割がある活動に意欲的であり、腕や手指を動かして活動に取り組もうとする

ことが増えてきている。また、繰り返し行う学習に期待感をもち、その気持ちを発声や表情、身体の動

きで表すことも多くなってきている。 

自立活動シート作成のワークショップより、自立活動の年間目標は、「教師の働き掛けに対して、タ

ッチしたり握ったりして応える。」と「好きな教材（楽器など）に自分から手を伸ばして触る。」である。

好きな活動や見通しをもてる活動場面においては、手を伸ばしたり、握り返したりするなど、関わりの

広がりが見られることがあるので設定した。また、人との関わり方（呼び掛けに対して顔を上げる、見

るなど）を身に付けて卒業してほしいという願いも含まれている。 

 

［題材について］ 

本題材では、クラスの生徒３名とも音楽が好きで興味・関心が高いため、音楽活動を柱とした活動を

設定した。音楽には三要素（メロディー、リズム、ハーモニー）があり、それを生かして五感に働き掛

けることで、個々の発達段階やねらいに即した学習内容を設定できる。さらに好きな音楽活動を介して、

身近な教師や友達と関わることで、快の状態が持続し、自分を表現することの楽しさや他者とつながる

ことの喜びを味わえるのではないかと考え、本題材を設定した。 

自立活動シートの年間目標を受けて、本題材におけるＩの「活動に見通しをもち、自分の気持ちを伝

える姿」は、「聴いたり、見たり、触れたりすることを通して感じたことを、発声や表情、視線の動き、

身体の動きで表す姿」と捉え、実践した。 

 

［抽出生徒Ｉの題材の目標］ 

・教師と触れ合う活動場面において、うれしい気持ちを発声や身体の動きで表す。 

【コミュニケーション（１）】 

・楽器を鳴らす友達や教師の方に視線を向けたり、そのとき感じた気持ちを表情や身体の動きで伝えた

りする。                             【人間関係の形成（１）】 

［目標達成に向けた主な指導内容、手立て、留意点］  

※ゴシックは作成した自立活動シートから取り入れた指導内容や配慮点 

・教師や友達と触れ合ったり、楽しい気持ちになったりするように、Ｉの好きなアップテンポの曲を導

入に選曲（曲名「手と手と手と」）する。また、生徒の気持ちを高めたり、緩めたりできるように、

使用する曲のテンポや曲調に緩急をつける。 

・生徒の手の動きを生かして音を鳴らしたり、玉の動きを見た

り（視覚）して楽しめるように、オーシャンドラムを用意す

る。さらに楽器の音色（聴覚）を楽しむだけでなく、触覚に

働き掛けるためにカバサを使う。 

・パラバルーンの活動では、リラックスできるように座位保持

装置から降りて仰臥位の姿勢になるように支援する。 

さらにクールダウンできるようにパラバルーンをゆっくり 
〈曲「手と手と手と」に合わせて身体を動かすＩ〉 
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動かしたり、緩やかなＢＧＭを流したりする。 

・自分や友達が楽器を鳴らしていることが分かるように、一人ずつ鳴らす場

面を設けたり、友達が楽器を鳴らしている様子が見えるように、座位保持

装置の向きを活動場面に応じて変えたりする。 

 

［抽出生徒Ｉの指導内容、手立て等の評価］ 

・集中力が続くようコンパクトな活動を組み合わせたこと、また曲調や楽器を変え、動と静のメリハリ

をつけたことでＩが学習の流れに見通しをもち、ワクワクして声を出したり、うれしそうな表情を見

せたりした。 

・五感に働き掛ける様々な楽器を使用したことで、Ｉが楽器の音を聴いたり、視線を向けたり、自分で

鳴らしたりできた。また教師がその場で歌ったことも、Ｉが楽しさやうれしさを発声や身体の動きで

表す姿につながり有効であった。自分で鳴らしやすい楽器を用意したこと、様々な活動場面（身体表

現や歌、器楽、鑑賞等）を設定したことで、張り切って活動する姿が見られる等、個の見せ場をつく

ることができた。 

・音楽を様々な姿勢で感じられるよう、活動に応じた姿勢（仰臥位、

座位保持装置での座位、あぐら座等）を取って活動した。仰臥位で

穏やかなＢＧＭを聴きながらパラバルーンの動きを見ているときは

最もリラックスした表情で発声による気持ちの表出につながった。 

・生徒同士のやり取りの場面の少なさに課題が残った。楽器を配る、 

片付ける、渡す等の活動場面を設定するだけでもやり取りができる 

ので、意図的に設定することも考えられた。 

【授業研究会より】 

・全体を通して、決して区切られた流れではなく、ＢＧＭの使い方によって自然に活動が切り替わって

いたことがよかった。（山本副校長指導助言より） 

・楽しい雰囲気づくりのために教師が日常生活の話題を交えて進めたことが良かったという一方で、教

師の言葉の選び方や言葉掛けが「目を動かした」等の状況説明に留まっていたのではという意見もあ

った。「やりたいね」「気持ちいいね」などの生徒の気持ちを代弁する言葉を使うとよかったのではな

いか、そして、「○○さんがオーシャンドラムを鳴らしているね。Ｉさんも一緒にやってみる？」等

の言葉掛けがあると、周りを巻き込んで関わりを広げられたのではないかという意見もあった。 

 

［題材における抽出生徒Ｉの「活動に見通しをもち、自分の気持ちを伝える姿」についての変容の評価] 

音楽を使った活動において、始まる合図となる歌（曲）が聞こえてくると、「自分の好きな学習が始

まる！」という期待感とともに表情や身体の動きで確実に自分の気持ちを伝えることができた。授業の

流れに見通しをもっていて、活動ごとに用意した曲が流れると、その活動が何かを理解しているように

感じられた。そして、手を触られることに過敏であるＩが、音楽を使って教師と触れ合う活動において

笑顔で手を握られるようになったのは、大きな変容である。 

安心できる集団（クラスの友達や教師）で、大好きな音楽活動（聴いたり、見たり、触れたりするこ

と）を取り入れたことは、Ｉが楽しい気持ちをこれまで以上に発声や笑顔でたくさん表すようになるた

めに有効であった。 

〈パラバルーンの動きを楽しむＩ〉 

〈オーシャンドラムの玉の動きを見て楽しむＩ〉 
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今年度は、ワークショップで自立活動シートを作成し、児童生徒の自立活動の年間目標や指導内

容を設定した。そして、作成した自立活動シートを活用して、「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を行った。 

 研究方法の自立活動シートの作成についての成果と課題は、以下の（１）に、授業づくりや授業

の評価、各学部の実践事例、児童生徒の変容は（２）にまとめた。 

 

（１）自立活動シートの作成について～職員アンケート調査より～ 

１）良かった点  キーワード：【複数の眼】【共有・共通理解】【客観的】【根拠の明確化】 

  ・一人の児童生徒を同じ学部で学習に関わる教師全員で、考えを出し合ってシートを作成した

ことで、目標や手立てを共有し、共通理解できた。 

  ・実態把握から目標の設定、指導内容の設定までの手順を通して整理することで、客観的・段

階的に考えられ、具体的な授業づくりの案を導き出せた。また、指導内容の根拠が明らかに

なった。 

 ２）改善点 

  ＜作成の仕方について＞ 

・困難さを克服するという観点だけでなく、現在できていることや支援があればできること、

興味・関心のあること、得意なこと等も把握し、シートの実態に記載する。 

 ・ステップアップしていくための段階的なアプローチや、現在行っている活動の発展性などの

視点も大切にして考え、作成する。 

  ・指導後の変容についてもまとめられるとよい。 

・実態表や個別の指導計画との関連や使い分けをして、効率よく作成できるとよい。 

  ＜作成のための体制＞ 

・今後も関わる教師が集まり、複数の眼で見て作成できるようなシステムがあるとよい。類型

ミーティング等を活用して、自立活動シート作成（見直し）のワークショップを実施してい

くことが望まれる。 

＜活用に向けて＞ 

 ・指導内容・指導場面の項目については、児童生徒の変容とともに、定期的に再検討する機会

をもちたい。 

  ・合同学習の年間指導計画の作成や授業づくりにも活用したい。 

 

（２）授業づくり（自立活動シートの活用）と児童生徒の姿について 

・たくさんの教師で意見を交わしてワークショップをしながら自立活動シートを作成し、自立

活動の年間目標を設定した。そのことで中心課題を絞り込むことができ、各学習場面での具

体的な目標・手立ての設定につながった。 

・自立活動シート作成に向けた話し合いの中で、関わる教師全員で目標だけでなく手立ても共

有したことで、「活動に見通しをもち、自分の気持ちを伝える姿」に迫るための支援につなが

った。得意なことを生かしたり、場面設定の工夫をしたりすることで、活動のきっかけに気

付き、表情や身体の動きで期待感や意欲を伝えたり、役割を果たそうとしたりする姿が見ら

れた。また、そのような姿が他の題材や他の授業でも見られたことも大きな成果である。 

 

以上のことから、自立活動シートの作成は、複数の眼で児童生徒の実態や目標・支援を共有・共

通理解するために有効であった。また、指導の根拠が明確になり、中心課題を絞り込むことができ、

具体的な目標・手立ての設定につながった。その結果、「活動に見通しをもち、自分の気持ちを伝え

る姿」に多くの変容が見られた。課題としては、効率的な作成・活用方法や、評価や見直しの必要

性が挙げられた。 

来年度は、自立活動シートを効果的・効率的に活用しながら、授業づくりを充実させていきたい。 

４ まとめ 
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Ⅳグループ（訪問教育、自立活動の指導）の実践  

 

 

 

◎Ⅳグループでは「働き掛け」を、教師からの言葉掛けや教材の提示等、積極的な関わり

として捉えている。  

 

 

（１）自立活動シートの作成（児童を抽出して）  

 ・児童の実態把握について、自立活動シートの項目に沿って、指導している教師から聞

き取ったり、指導のビデオを視聴したりしながら行う。実態を基に、児童の応えよう

とする姿につながる「今できている、気持ちを表わす方法」をピックアップする。  

 ・児童のコミュニケーション手段の中の「今できている気持ちを表す方法」から、相手

にとって分かりやすく伝わりやすい方法を吟味し、育てたい姿として共通理解する。 

（２）授業づくり  

・児童が教師のどのような働き掛けに気付いて応えているかを検証するために、「指導

の様子チェックシート」＜資料＞を用いて指導の様子のビデオ視聴を行う。  

・有効だった手立てと、児童が教師の働き掛けに気付いて応えている姿について検討し

共通理解する。  

（３）授業評価  

・ミニグループ研究会で、改善した教師の手立てを実践したビデオを視聴し、児童生徒

が教師の働き掛けに気付いて応える姿が見られたかについて再検証する。  

（４）児童の変容の評価  

・１学期に行った指導の様子と２学期以降の指導の様子のビデオを見比べ、同じ活動で

の児童の応え方の変容について評価し、より有効な働き掛けについて検討する。  

 

 

 

期  日  研究・研修  内  容 等  

５／  ９（水） グループ研究会①  Ⅳグループの研究テーマの検討  

６／  ７（木） グループ研究会②  抽出児童の自立活動シートの検討①  

６／１９（火） ミニグループ研究会①  ビデオ視聴による教師の働き掛け、支援の検討  

７／  ６（金） グループ研究会③  抽出児童の自立活動シートの検討②  

８／２３（木） ミニグループ研究会②  ビデオ視聴による教師の働き掛け、支援の検証と検討  

９／２０（木） ミニグループ研究会③  指導の様子のビデオ視聴、指導案検討①  

９／２７（木） ミニグループ研究会④  指導案検討②  

１０／  ９（火） ミニグループ研究会⑤  ビデオ視聴による教師の働き掛け、支援の検証と検討  

１１／  ６（火） ミニグループ研究会⑥  指導案検討③  

１１／２１（水） 第３回全校授業研究会  Ⅳグループ（訪問教育）の全校授業研究会の実施  

１２／１８（火） グループ研究会④  今年度の研究のまとめ方について  

 １／２２（火） グループ研究会⑤  今年度の研究の成果と課題について  

 ２／  ５（火） グループ研究会⑥  今年度の研究のまとめと次年度の研究について  

Ⅳグループの「自分の力を存分に発揮する姿」  

→「児童生徒が働き掛けに気付いて、応えようとする姿」  

１  研究の方法  

２  研究計画  
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小学部４年  訪問教育 自立活動（個別）  題材名「始めの会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［Ｊ（抽出児童）の実態と自立活動の目標］※ワークショップで出た内容はゴシック体で表記  

 身体・健康・安全  日常生活力  人との関わり  豊かな生活  物事に向かう力  

①

実

態

の

整

理  

・ベッドに仰臥位
で 過 ご し て い
る。  

・筋力が少なく、
口、舌、まぶた、
指、腕にわずか
な動きがある。  

・右手の親指と腕
全体（ベッドか
らつるした布で
右手を支える）
は少し動かすこ
とができる。  

・教師の顔や絵本、
教材などを見る
ことができる。  

・顔を動かさない
範囲で追視がで
きる。  

・経鼻経管で栄養を
摂取している。  

・２４時間、人工呼
吸 器 を 使 用 し て
いる。  

・排せつや衣服の着
脱 等 に つ い て は
全 介 助 が 必 要 で
ある。  

 

・呼名や質問への
応え、自分の気
持ちを舌、口、
手、腕、目を動
かして表す。⇒
障害が進んでも
口と目の動きは
残 る そ う で あ
る。挨拶や返事
は舌の微細な動
き で 行 っ て い
る。  

・簡単な言葉や知
っている言葉で
伝えると、大ま
か に 理 解 で き
る。  

・２枚のカードか
ら好きな方を視
線で選択する。
⇒カードを提示
し、先に見たカ
ードを選んだも
のとしている。  

・緊張感や不安を
感じた時に、眼
球を激しく動か
すことがある。  

・家族との会話や
テレビを見聞き
して得た知識が
ある。  

・余暇は主にテレ
ビ を 見 て 過 ご
す。  

・受診の帰りや父
親の休みには、
大型スーパーや
イベント等に行
くことがある。  

・様々なことへの
経験が少ない。
⇒父親がいない
と出掛けること
が難しい。  

・繰り返し聞いた
ことがあるもの
や活動について
は、間違いに気
付ける。  

・以前、母がＪさ
んの意見を代弁
し て い た た め
か、母の意見を
気にしている様
子が見られる。  

・言葉の概念が少
なく、言葉だけ
では理解が難し
いこともある。  

・繰り返した学習
では、活動の流
れが分かる。  

・好きな活動や興
味・関心のある
こと（色塗り、
太鼓等）は、手
を 動 か し て 意
欲 や 気 持 ち を
表 す こ と が あ
る 。 ⇒ や る 気
満 々 の と き は
手が動く。しか
し、年々手の動
き が 小 さ く な
ってきた（動き
が微細）。  

・話を聞くよりも
道 具 を 使 っ て
活動する方が、
や る 気 が ア ッ
プする。  

・１０分位は集中
して活動する。
真 面 目 に 学 習
に取り組む。  

②

困

難

さ  

・手の動きをＪさんの意思表示として捉えてきたが動きが微細で体調や気持ち
に左右されやすい。Ｊさんのコミュニケーションについて、相手に確実に伝
わる方法が獲得できればよい。⇒目の動きでコミュニケーションできるよう
になればよいのではないか。  

・多くの人と関わったりいろいろなことを経験したりすることで、いろいろな
人と楽しく関われる、やり取りできるようになればよい。（自分の気持ちを伝
え相手に理解してもらえるようになればよい。）  

自立活動  

年間目標  

・手や目、口を動かして自分の気持ちを伝えたり問い掛けに応えたりする。 
・制作活動や音楽活動等で積極的に手を動かす。  
・様々な学習や行事等を経験し、身近な物への興味関心を広げる。  

・ビデオレターやスクーリング等で友達や担任以外の教師と関わる。  

 

 

 

３  研究実践  

【題材について】  
・「始めの会」は毎回の指導で必ず行う活動である。１年生のときからほぼ同じ流れ
で「始めの会」を行っているため、挨拶や呼名では口を動かす、歌のときは手を動
かす等、児童が「始めの会」の活動内容に見通しをもって取り組んでいる。本児童
の意思表示の方法として、手や目、口の動きがある。手や口の動きでの意思表示は
動きが微細で、体調に左右されやすいことが多い。だが、目の動きははっきりして
おり、手を使った活動中でも気持ちを読み取ることができる。手の動きに加え、目
の動きでの意思表示の力を高めたいと考えた。これらのことから、自分のやるべき
ことが分かって取り組むことができ、学習の積み重ねがしやすい「始めの会」に、
目の動きで選んだり応えたりする活動を取り入れた。  

【Ｊの本時の目標】  
・天気調べで、「晴れはどっち」等の言葉掛けを聞いて、天気マークが付いたカード
を見る。  

・教師の働き掛けに、手や目を動かして気持ちを伝える。  
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【抽出児童の目標達成度と指導内容、手立て等の評価】（６～７月）○有効な手立て△課題・改善点  
○始めの会の流れが分かり、応えている…「気をつけ」「始めます（終わります）。礼」
等の言葉掛けで目を上に動かしている。手を動かすこともある。  

○はっきりとした色合いの教材教具を、見えやすい位置に提示する…視線を向けて注
視した。  

△選択する場面で選ぶことが分かっているかどうか…経験がない、質問の内容が分か
らないものは応える姿が見られない。（例：「カーリングやりたい？」の質問には応
えなかった）→選択する場面だということが分かりやすいように、言葉掛けを毎回
同じにする。  

△抽象的なものやシンボル的なものは意味が分かりにくいのかもしれない…天気は
毎回違うため、どちらを選んでよいか分からないのかもしれない。→２種類の天気
カードの選択から、天気カードと無地のカードの二択へと変更した。  

△選択するカードの背景色…背景色が白色だと画用紙が光に透けてしまうため、カー
ドの絵柄が見えにくいことがある。→背景色を黒色に変更した。  

【題材における児童の「働き掛けに気付いて、応えようとする姿」について】  
＜６月＞  
・挨拶や呼名での言葉掛けを聞いて、目を上に動かしたり腕  
を揺らしたりして応える姿が見られた。褒められたときに  
は、目を上に動かして１秒ほどそのままにして嬉しさを表  
現していた。また、天気カードの選択では左右のカードど  
ちらにも視線を向け、どちらを選べばよいか分からない様  
子が見られた。  

 ＜７月＞  
・白無地のカードと背景を黒にした天気カードの２枚を提示  
して選択する活動を行った。あまり活動を重ねておらず、  
左右どちらのカードにも視線を向けていたが、６月と比較  
すると選んでほしいカードに視線を向ける回数が増えた。  

 ＜１０月＞  
・黒無地のカードと背景を黒にした天気カードの２枚を提示  
して選択する活動を行った。提示した時点でどちらのカー  
ドを選べば良いかが分かっていて、教師が「○○はどっち」  
と質問する前にカードに視線を向けるようになった。また、  
お楽しみコーナーでも物を隠した方が分かったときには、  
隠した方の手に視線を向けて選ぶことができた。分からな  
いときには手には視線を向けず、教師の方を見ていた。  

 ＜１２月＞  
・クリスマス会では、サンタさんに扮した校長とお楽しみコーナーをした。校長とは
初めて行ったゲームだったが、正解だと思う方に視線を向けて自分の気持ちを伝え
ていた。  

＜クリスマス会で  

お楽しみコーナー＞  

【目標達成に向けた主な指導内容、手立て、留意点】 ※ 自 立 活 動シ ー ト か ら取 り 入 れ た も の は ゴシ ッ ク 体 で 表記  
＜指導内容＞始めの会の学習活動と求める児童の応える姿  
・天気調べ…２枚のカードのうち、天気マークが付いたカードを見る。問い掛けに対
して「イエス」のときは目を上に動かして応える。  

・お楽しみコーナー（どっちの手に入ってる？）…正解だと思う方に視線を向けて応
える。問い掛けに対してイエスのときは目を上に動かして応える。  

＜手立て、留意点＞  
・選択する場面だということが分かるように、毎回同じ言葉掛  
けをする。  

・楽しく学習ができるように、お楽しみタイムを設け、自分の  
好きな方を選んだりやり取りを楽しんだりする活動を取り入  
れる。  

・教材が見やすいように、はっきりとした色合いや大きさの  
教材を準備し、提示する距離に配慮する。  

・主体的に活動できるように、活動ごとに児童の役割を設ける。  
・手や目、口のわずかな動きを捉え、児童の意思を読み取りながら  
やり取りをする。  

＜天気調べ＞  

＜天気カード＞  
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（１）自立活動シートについて～職員アンケート調査より～  

  １）良かった点  

   ・児童の実態や普段の指導の様子を、直接担当している教師以外は細かいところま

で把握することが難しい。指導の様子等を映像で確認することで、実態や支援の

仕方等について知り検討することができた。  

   ・実態や困難さを一つ一つ整理することで、育てたい姿や指導課題が明確になり、

具体的な目標を設定することができた。  

   ・複数の視点で実態把握したり、指導内容や手立て等を検討したりすることで、よ

り的確で細かな実態把握や情報共有ができた。  

  ２）改善点  

   ・教育資料で作成している「実態表」が分かりやすく項目立てされているので、そ

れをそのまま活用してはどうか。  

   ・児童生徒や授業づくり等を考えるプロセスは、これまでと変わりないように感じ

た。教育資料も合わせて精選できればよい。  

 

○今年度は訪問教育部全員で抽出児童の自立活動シートを検討した。次年度は対象

を全児童生徒に広げるため、検討に時間を要する。複数の視点で効率よく、児童

生徒の応えようとする姿を引き出す授業づくりや支援について検討できるよう

に、グルーピングを工夫する必要がある。  

 

（２）授業づくりと児童生徒の姿について  

  【成果】  

   実態把握の深まり  

・自立活動シートの項目を基に、指導に当たっている教師からの聞き取りや指導の

様子のビデオを複数の視点で検証することで、児童の応える姿について、より的

確で細かな実態把握ができ、教師間で共通理解することができた。  

教師の働き掛けや手立ての改善  

・実態把握を細かく行ったことで、自分の気持ちを相手に伝えるための方法を吟味

し、育てたい姿を明確にすることができた。育てたい姿が明確になったことで、

働き掛けや手立てのポイントを絞り込み、

改善につなげることができた。  

児童の応える姿の変容  

・６月の段階の天気カードの選択では視線が

定まらず、どちらを選べばよいか分からな

い様子が見られた。そこで、カードの絵が

見えやすく、どちらを選べばよいかが分か

るような教材の工夫や、選択の場面だとい

うことが分かるように、言葉掛けを毎回同

じにした。それらを繰り返し行ったことで、

天気カードを選び視線を向けることがで

きるようになってきた。  

   

【今後に向けて】  

   ・学習の中で同じ学年の友達からビデオで名

前を呼んでもらうと意欲的に応えたり、ビ

デオレターをじっと見つめたりする姿が見られる。今後は関わりの幅を広げてい

くために、テレビ電話やスクーリング等を活用して友達と間接的、直接的に関わ

る場を設定し、自分の気持を伝える機会を増やしていく。友達との関わりを通し

て、自分の気持ちが伝わったという経験を重ねることで、もっと自分の気持ちを

伝えたいという意欲を高めていきたいと考える。  

４  まとめ  



 

 

 

 研究のまとめ  
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Ⅲ 研究のまとめ 

 

１ 成果と課題     〇：成果   ●：課題・改善点   

（１）自立活動シートの作成と活用について   

 １）アンケート調査より 

    自立活動シートの作成と活用について、有効性や、課題・改善点を明らかにし、次年度に生か

せるように、１２月に職員にアンケート調査を実施した。設問は次のとおりである。 

   【有効回答数：８４】 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ１、Ｑ２は、自立活動シートの取組の有効性に関する設問である。いずれも９割を超える職員が、

「そう思う」「やや思う」と回答している。自立活動シートを複数の教師で作成することが有効で

あったと感じていることが分かる。自由記述では次のような意見が出ていた。 

   〇複数の教師間で話し合うことで、多方面から客観的に整理することができた。 

   〇実態把握や課題など、担任が今まで気付かなかったことに気付くことができた。 

   〇児童生徒についての共通理解を図るツールとして役立った。 

  特に、Ⅰグループ（教科学習の指導を主とするグループ）では、担任１名の場合が多いことから、

目標や指導内容の設定において確信がもてないと感じることがあり、複数の眼で見て作成すること

で妥当性のあるものになったという意見が出ていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ３、Ｑ４は、自立活動の目標や指導内容の設定など、作成手順に関する設問である。こちらも

Ｑ１：自立活動シートの作成は、適切な指導目

標を設定するうえで、有効だったか。 

Ｑ２：複数で話し合って自立活動シートを作成

する方法は、有効だったか。 

Ｑ３：実態把握→自立活動の目標を設定するま

でのやり方はよかったか。 

Ｑ４：目標達成に必要な自立活動の項目の選定

→具体的な指導内容・指導場面を設定す

るまでのやり方はよかったか。 
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９割を超える職員が、「そう思う」「やや思う」と回答しており、作成手順が適切であり有効であっ

たと感じていることが分かる。自由記述では次のような意見が出ていた。 

   〇児童生徒の実態や困難さから目標設定まで、順を追って考えることができた。 

   〇実態や課題を整理しながら目標を立てることにつながった。 

   〇指導内容の根拠が明らかになった。 

  しかしながら、次のような課題・改善点も複数挙げられている。 

   ●作成に時間が掛かってしまったので、効率的に検討する方法が必要である。 

   ●もう少し簡略化できるとよい。 

  今年度は、対象児童生徒のみ実施したため、じっくりと意見交換をして時間を掛けることができた。

今年度と同様の方法で児童生徒全員分を作成すると、作成自体に労力を要してしまい、職員の負担

感が大きくなってしまうので、この点については、既存の教育資料を活用するなどの改善を図る。 

 

 

Ｑ５は、自立活動シートの活用に関する設問である。 

Ｑ１～Ｑ４までの設問と比較すると、「あまり思わない」「思わな 

い」「無回答」が大幅に増えている。自由記述では次のような意 

見が出ていた。 

 

 

 

 

 

 

   今年度は、対象児童生徒を絞って作成したので、授業づくりへの活用を実感するに至らなかった

職員も多かった。だが、どう改善すれば授業に生かせるのかといった建設的な意見が挙がり、活用

の仕方を工夫できれば、有効であると感じていることが分かった。 

 

（２）「児童生徒が自分の力を存分に発揮する」授業づくりについて 

  〇類型別の縦割りグループで研究に取り組んだため、目指す姿、日々の課題などを共有しながら進

めることができた。 

〇各研究グループにおける「自分の力を存分に発揮する姿」の実現を目指し、授業実践と授業改善

を重ねた。本校の学習グループが４つに分かれているため、「自分の力を存分に発揮する」具体

像に違いはあるものの、それぞれの授業づくりが児童生徒の変容に結び付いている。その成果と

課題はＰ１２～Ｐ３９「Ⅱ 各研究グループの実践」に記載している。 

●作成した自立活動シートの内容が、授業の目標達成に生かされ、妥当だったかの検証が不十分で

あった。自立活動シート作成が有効だっただけに、それが授業においてどうだったのか検討をす

る必要があった。 

  ●今年度は、自立活動シートの作成と改善を研究の主軸としたため、研究前半は、授業づくりを検

討する時間を十分に設定することができなかった。今年度中に児童生徒全員の自立活動シートを

作成し、次年度は授業づくりから研究をスタートできるようにする。 

  ●類型別の縦割りグループで取り組むメリットを、学部間の連携や指導の積み重ね等にもっと生か

せるようにする。 

Ｑ５：自立活動シートを授業づくりに生かせたか。 

●指導の過程で、指導内容の見直しなど、授業により生かせる                   

とよい。 

●合同の授業で、指導者が共有するツールとして、もっと活用

できないか。 

 ●評価にもっと生かしたい。 

●日々の授業に生かすためには、書式の簡略化が必要である。 
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３ 次年度に向けて 

（１）自立活動シートの活用 

  ・改善した様式で、次年度の自立活動シート（児童生徒全員）を作成する。 

  ・自立活動シートと個別の指導計画を連動させ、自立活動の指導内容が、どの教科（及び領域、合

わせた指導、自立活動の様々な形態：以下、教科等）で指導されているのかを明確にする。教科

等の指導を評価することにより、双方向の見直しができるようにする。 

  ・集団学習の授業づくりや、教科担任間での目標、指導内容等の共有に活用する。 

  ・授業との関連性が参観者にも分かりやすいように、学習指導案への表記の仕方を工夫する。 

 

（２）授業づくりについて 

  ・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」に迫る授業づくりを継続

する。一人一人の「自分の力を存分に発揮する姿」を明確にし、単元や題材、１単位時間の目標

を具体化する。 

  ・授業目標の達成度の評価、及び目標を達成するための指導内容や手立ての評価（自立活動シート

の評価）を実施し、それを、自立活動シートの指導内容の見直しに反映させることで、授業改善

を図る。 
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本校は、開校９年目となり、地域に根付き、地域の資源を活用しながら交流活動や交

流及び共同学習を進め、特色ある教育活動を推進しています。また、県内の肢体不自由

教育・病弱教育の拠点、そして障害種の違う３校と県立医療療育センターが連携した「あ

きた総合支援エリア」の１校として様々な発信をしている学校です。 

今年度の研究テーマは、昨年度の「肢体不自由・病弱教育における児童生徒の主体性

を育む授業づくり～周囲の状況を受け入れながら判断し、実行する姿を育む～」を一歩

推し進め「児童生徒が自分の力を存分に発揮する授業づくり～自立活動の適切な目標設

定の検討を通して～」とし、２年次計画をスタートさせました。 

新しい学習指導要領を基に、「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」の作成を類型別縦割り研究グループで検

討してきました。今年度は、児童生徒を抽出し、研究授業を通じて「自立活動シート」

の活用を検証してきたところです。 

来年度は、今年度の成果を生かして全児童生徒に「自立活動シート」を作成し、さら

なる授業改善に取り組む予定です。 

 今年度は、本校とゆり支援学校道川分教室が協力して「東北地区病弱虚弱教育研究連

盟研究協議会 秋田大会」を開催し、東北地区の病弱虚弱教育の様々な状況や先進的な

取組を学ぶことができました。また、県の研究指定を受けた「学習上の支援機器等教材

活用評価研究事業」では、ローコスト視線入装置の可能性を探る研究をさせていただき、

中間報告会に県内外から多くの参加者を得て、ICTに係る研究への関心の高さを知ること

ができました。 

私たちは校長の示した本年度の重点の一つである「指導目標（めあて）を評価を大切

にした授業実践」にせまるため、一人一授業のミニ授業研究会とミーティングによる相

互評価も積み重ねてきました。 

さらに、エリア３校間では「授業を語る会」が行われ、視覚支援学校［高等部 社会

科］、聴覚支援学校［幼稚部 学級保育］、本校［高等部 数学］の提示授業に対し、

活発な意見交換が行われました。 

最後に、本研究に対しまして、たくさんの御指導、御助言をいただいた秋田県特別支

援教育課はじめ、関係各位の皆様に心より御礼を申し上げます。併せて本紀要を御高覧

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。 

                          （副校長  山本 新平） 
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Ⅱグループ（各教科等を合わせた指導を主とする学習グループ） 

◎市川奈津子  ○会場 友美  ○柴田 法子  〇千葉 翠子   平川 裕子 
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慶長美紀子   秋山フサ子   原田もとよ   伊藤 和美   森合由美子   

鷲谷 武彦   藤山 健二   佐賀 有沙   藤井奈緒子   渋谷 宏美   
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長谷川絵里   熊谷  衛   塩野谷あおい  小野  毅   竹場 久美   

佐藤  篤   保坂まゆみ   高橋  聡   佐藤 孝成   最上 真帆 

   

Ⅲグループ（自立活動の指導を主とする学習グループ） 

◎由利美奈子  ○高澤衣久子  ○山田瀬里奈  〇永井 純子   熊谷 菜子 

 三浦 聡子   目黒 敦子   伊藤 昌子   北嶋 初美   山内かほる 

廣川 佳世   若月  圭   神部 直子   田村祐貴子   佐々木千春   

池田  和   松岡 圭一   佐々木龍雄   渡辺美樹子   遠藤美和子   

菊池 高之   佐藤亜樹子   佐々木恭兵   菅原 智子   佐藤美奈子   

相原 祐子   鍋島  修   仲澤美香子   柴田 壮紀   多田 泰子   

秋本久美子   高橋 美咲   小林  哲   縄田屋美幸   佐藤麻衣子       

        

Ⅳ（訪問指導の学習グループ） 

◎藤原 淳一  〇吉尾  香   笹渕理恵子   佐々木由美子  小松美樹子 

髙橋 朋子   高橋 亜紀   佐藤 友香   福田英美子 

 

※ ◎はグループチーフ ○サブチーフ 



 

き  ら  り 

平成３０年度（第９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 

～自立活動の適切な目標設定の検討を通して～（１年次） 
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