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は じ め に 

 

視覚支援学校長  髙 橋  斉  

 

 本校では、昨年度から「資質・能力の育成を目指した視覚障害教育の充実」を研究主

題に掲げ、２か年計画の校内研究を進めてきました。今年度は研究のまとめとなります。

育成したい資質・能力の明確化と共通実践事項「核になる体験」を重視した授業づくり

を積み重ねてきた実践の具体や成果と課題は、本研究紀要の第１部「全校研究の概要」

と第２部「グループ研究」に、研究のまとめとして掲載しています。御一読の上、御意

見や御指導をいただければ幸いです。 

 

 さて、今年度も新型コロナウイルス感染症の感染拡大に翻弄された一年でしたが、北

東北３県及び東北６県の盲学校・視覚支援学校では、オンラインを駆使して授業研究会

や各種研修会を開催し、相互参加を推進してきました。本校は県内唯一の視覚支援教育

の特別支援学校です。今後も東北・全国の盲学校・視覚支援学校との連携を深め、視覚

障害教育の専門性に基づく指導の充実と維持・継承に努めたいと思います。 

 

 ところで、秋田県では「秋田県教職キャリア指標」を策定するとともに、その指標を

踏まえて「秋田県教職員研修体系」を改訂しました。今回の改訂では、教員免許更新制

に代わり、新たに各教職員の自主的・主体的な研修受講とそれに対する学校管理職の指

導助言（対話に基づく受講奨励）により、教職員の資質能力の向上を図る仕組みがスタ

ートします。それらの研修に加え、視覚支援学校の教職員には、視覚障害教育の専門性

の向上や維持・継承に係る研修も求められると考えます。今後も、学校教育目標の実現

に向けた教育課題の解決や、学校組織の活性化等が期待できる校内研究と教職員の自主

的・主体的な研修を連動・融合させながら、合理的で効率的な研修を積み上げてほしい

と願っています。 
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令和４年度 全校研究について  

 

１ 研究主題 

 資質・能力の育成を目指した視覚障害教育の充実 

～「核になる体験」を重視した授業づくりを通して～（２年研究） 

 

２ 主題設定理由 

（１）学校経営の方針より 

   学校生活全体の活動は、学校教育目標を達成するために編成されている。令和４

年度の学校経営の方針の重点として、以下のことが挙げられている。 

  教育目標：「目標に向かって意欲的に取り組む幼児児童生徒」 

    ↓ 

  教育方針：「幼児児童生徒の自主的、創造的活動を尊重し、自らを表現する力を育

む。」 

「幼児児童生徒が、様々な困難を克服し、社会参加に向けて、自立する力 

と感謝する心を育む。」 

    ↓ 

    本年度の重点目標：視覚障害教育の専門性に基づく指導の充実とその維持・継承 

           育成したい資質・能力の明確化と共通実践事項「核になる体験」

を重視した授業づくり（手立ての焦点化） 

（２）幼児児童生徒の実態から 

秋田県立視覚支援学校（以下、本校とする）には、幼稚部２名、小学部４名、中

学部２名、高等部普通科６名、高等部保健理療科１名、高等部専攻科８名の計２３

名が在籍している。概念形成等が課題となる先天性視覚障害、知的障害を伴う重複

障害、成人期以降に発症した中途視覚障害等、障害の状態・発症時期が異なり、一

人一人の実態や学力も様々である。 

   本校には県内唯一の視覚支援学校としての専門性を発揮し、幼児児童生徒の自立

した社会参加を見据えて視覚障害教育の充実に努める責務がある。そのため、一人

一人の実態を適切に捉え、コミュニケーション能力、感覚の情報を処理する能力、

問題解決能力などを含む、育成したい資質・能力を具体化・明確化して、各教科、

自立活動の指導等において適切な学習内容、学習方法を設定することが重要である。 

（３）新学習指導要領から 

   新学習指導要領では、学習する幼児児童生徒の視点に立ち、「何ができるようにな

るのか（目指す資質・能力の育成）」という目標論を上位に置き、「何を学ぶのか」

という内容論と「どのように学ぶのか」という方法論をその目的のために位置付け

ている。さらに、育成すべき資質・能力を三つの柱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、人間性等として整理し、「新しい時代に必要と

なる資質・能力の育成と、学習評価の充実」を掲げて「カリキュラムマネジメント

の一環としての指導と評価」を重視している。また、観点別学習状況の評価につい 

ては、教科等の目標及び内容の再整理を踏まえて、①知識・技能、②思考・判断・

表現、③主体的に学習に取り組む態度の 3 観点に整理されている。このように今後
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の授業づくりにおいて、指導と評価を一体化させて、幼児児童生徒一人一人の資質・

能力の育成を図ることが求められている。さらに、資質・能力を育むための授業改

善の取組を活性化していく視点として「主体的・対話的で深い学び」が位置付けら

れている。 

 

３ 令和 3 年度（1 年目）の研究のまとめ 

（１）成果 

  ア 学習評価の視点に基づく授業づくり 

    育成したい資質・能力について、生徒の実態や付けたい力を基に協議し明確化 

したことで、幼児児童生徒の目指す姿を共通理解しながら授業実践を進めること 

ができた。授業づくりにおいては、授業者が学習内容に則し評価基準を設け、授 

業の中での幼児児童生徒の個々の到達点を明確に定めた。また、その達成のため 

に、どのような「核になる体験」「言葉」の手立てを考えていけばよいかが定まり、 

授業づくりがしやすくなった。 

 なお、「核になる体験」の手立てが広義にわたり、各学習において特に重視すべ 

きことが捉えにくいという課題から、視覚障害の特性に応じた学習環境の設定を 

「環境」に分類することとした。詳細は、資料「視覚障害の視点について」に記

す。 

イ 抽出幼児児童生徒の学ぶ姿の見取り 

複数回にわたり授業づくりと授業実践を行ったことにより、効果的な手立てを

共有し、自身の教科指導の際に役立てながら実践する職員の姿につながった。 

（２）課題 

ア 「核になる体験」、「言葉」の焦点化 

 抽出幼児児童生徒の資質・能力を育成するため、これまでに本校で策定してい 

た視覚障害教育の視点である「核になる体験」「言葉」の手立てについて、その項 

目を限定せずに取り入れ実践を行った。しかし、授業実践を重ねる中で、さらに 

研究を深めるために、特に「核になる体験」については重視する項目を絞り込む 

ことが必要と考えた。次年度は、幼児児童生徒の実態に対して「核になる体験」、 

「言葉」の手立ての中で単元全体を通して特に重視すべきものについて焦点化を 

し、実践を重ねていきたい。 

 イ 全幼児児童生徒全体の指導への汎化 

2 年間の研究の１年目は、研究の進め方について全職員による共通理解を促す

ため、抽出幼児児童生徒の学ぶ姿の共有に基づいて評価と指導の一体化について

検証する１年とした。2 年目は、1 年目の経験や成果を全幼児児童生徒への指導

に拡げ、授業改善に役立てていきたい。 

 

４ 今年度の研究 

  昨年度の課題を踏まえ、今年度は、単元（題材）における育成したい資質・能力を 

明確化する。それらを育むため視覚障害教育の視点である「核になる体験」の中でも 

「類似する事柄における代表的な体験」「基本的な見方・考え方の枠組みづくりの体験」 

について具体化し、授業づくりや生活指導を充実させるとともに評価・改善を図る。 
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教務部 連
携 

全
校
研
究
会
※
５ 

研修、自立活動等に関わる組織 

全校授業研究会※７  

研究グループ 
①  
②  
③理療科 
④寄宿舎 

授業研究に関わる組織 

理普部会※２  

 
※３

 

教育課程検討委員会※１ 

校内職員研修※８  

 
①基礎研修 
②職員研修 
 

理普部会※２ 
 
Ｐの会 
ＣＡ・Ｐの会 
ＣＡの会 

研究日※６ 

グループ授業研究会※４ 

研究部 

自立活動等の検討会 

自立活動部 

①３校授業を語る会※９ 
②東盲研・全日盲研発表

※1０ 
③出張報告会 

連
携 

視覚障害のある幼児児童生徒にとって「核になる体験」は、見方や考え方を働かせ 

たり、物事を習得したりするなど、確実に資質・能力を身に付けるための方法である。

単元（題材）を通して重視したい「核になる体験」について十分に検討し、質の高い

経験により概念形成を図ったり、概念の枠組みをより強固にしたりすることにつなげ

ていきたい。 

 

５ 研究仮説 

  授業や生活指導の場面において、①単元または題材における育成したい資質・能力

を明確化し、②重視したい「核になる体験」を単元の基盤として選定し授業実践に取

り組み、③評価・改善していくことで、幼児児童生徒の資質・能力の育成を図ること

ができるであろう。 

 

６ 研究計画 

  令和４年度の研究計画は、表１のとおりである。 

表１ 研究計画 

１年目 （１）各研究グループにおける育成したい資質・能力の明確化 

（２）抽出幼児児童生徒の育成したい資質・能力の明確化 

（３）「核になる体験」「言葉」を重視した授業づくり 

（４）３観点に基づく評価と授業改善 

２年目 

(令和４年度) 

（１）単元（題材）における資質・能力の検討、明確化と単元（題材）

づくり 

（２）単元（題材）を通して重視したい「核になる体験」の設定とそれ

を支えるための「環境」「言葉」の手立てを取り入れた授業づくり 

（３）単元（題材）の 3 観点に基づく授業の評価と改善 

 

７ 研究組織 

今年度の研究推進に係る研究組織は次の図１のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 令和４年度 研究組織 
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※１  教育課程検討委員会…校長、教頭、教務主任、各学部主事、学科主任、教科主任が幼児児童生

徒の教育課程について検討する会。 

※２  理普部会…毎月１回、理療教科部会と普通教科部会に分かれて行う２つの部会で、普通教科部

会では、主に教科指導の会や教育課程、各教科等を合わせた指導に係る話し合いを行う。理療教

科部会では生徒や理療科行事、授業改善に係る話し合いを行う。 

※３  各教科担当者の打ち合わせ･･･普通教科部会の一つとして行われる会。教科担当者ごとにチー

フを中心に、「東盲研に向けた研究」「教材・教具の整理と共有化」等の内容で進める。 

※４  グループ授業研究会…各研究グループで行う授業研究会。授業提示後に評価基準、視覚障害教

育の視点「核になる体験」に基づいた、ワークショップ型授業研究会を行う。 

※５  全校研究会…全校研究の概要、各グループ研究の内容等について、全校で共通理解する。  

※６  研究日…各研究グループが幼児児童生徒の実態、研究主題や重点事項等、グループ研究につい

て話し合う会。月 1 回の開催。 

※７  全校授業研究会…年３回、全職員で行う授業研究会。※４と同様にワークショップ型授業研究

会を行う。授業改善について外部講師から助言をいただく機会とする。 

※８  校内職員研修…視覚障害教育の専門性の維持･継承を目的として実施する研修。基礎研修は、

新任者と希望者を対象に年 20 回程度実施する。職員研修は、個々に関心のある分野の自主研修

を年 6 回程度実施する。 

※９ ３校授業を語る会…指導の専門性を高めることを目的として、聴覚支援学校、秋田きらり支援

学校、本校の３校で授業提示及び参観を実施する。 

※1０ 東盲研・全日盲研発表…東北盲学校教育研究大会（東盲研）、東北・北海道理療科教育研究会

（理教研）、全日本盲学校教育研究大会（全日盲研）における個人研究の発表。所属の教科担当者

及び研究部等と連携して研究を進める。 

 

８ 研究の実際 

（１）単元（題材）における資質・能力の検討、明確化と単元（題材）づくり 

昨年度に引き続き資質・能力の育成を目指した授業実践を行うために、指導案・

略案の様式に、資質・能力の三つの柱に関連させた評価規準・評価基準を取り入れ

た。授業づくりにおいては、学習指導要領に基づき幼児児童生徒の実態に配慮して、

単元（題材）における評価規準について検討し設定した。さらに、本時の学習にお

いても①知識・技能、②思考・判断・表現、③主体的に学習に取り組む態度の３観

点による本時の評価基準を取り入れた。評価基準を設けることで幼児児童生徒の

個々の到達点が具体化でき、授業研究会では、それに基づいて参観者が幼児児童生

徒の学ぶ姿を評価した。 

（２）単元（題材）を通して重視したい「核になる体験」の設定とそれを支えるための 

「環境」「言葉」の手立てを取り入れた授業づくり 

具体化した単元（題材）における資質・能力の育成を図るために、どのような「核 

になる体験」により概念形成を促していきたいのかを検討した。 

「核になる体験」については平成３０年～令和２年の本校の研究において視覚障

害教育の視点に基づく授業づくりと生活指導として「核になる体験」の考え方を取

り入れ取り組んできた。軸となる考えは香川邦生著；「視覚障害教育に携わる方のた

めに」にある核になる体験の重視であるが、それを基に幼児児童生徒の実態に合わ

せ本校独自の改良を重ねている。ただし年数の経過とともに、職員間でも捉え方が

曖昧であったり、視覚障害教育の経験の浅い職員にとっては馴染みのない考え方で

あったりした。そのため、今一度基本に帰り、「核になる体験」について触れている
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著書等を基に捉え方に関する学習を行った。参考にした著書等の一部内容をア～エ

に引用する。 

  ア 「視覚障害教育に携わる方のために」：香川邦生著 

    【予測と確かめの必要性】 

    予測しその都度確かめるという一連の行動を繰り返すことによって、少なく非

常に曖昧な情報から、確かな予測を働かせる力が生まれてくるのです。 

視覚障害者が空間に関する情報の障害を改善するためには、どのような内容の

指導を行う場合にも、「少ない中でも確実な情報を見つける」、「少ない情報で予測

し、この予測が正しかったかどうかを確かめる」という点が大切になります。 

    【核になる体験の重視】 

    ただむやみに経験や体験をさせればよいというものではなく、それらの経験や

体験は、これからの行為に役立つものになるための、整理された体系としての経

験や体験であることが最も大切になります。 

   （中略） 

    何がこのような分類整理の基準となる受け枠になり得るのでしょうか。 

   （中略） 

    野菜の観察において核になる体験たり得るために最も適切な方法は、それらの

野菜を実際に栽培して、種蒔きから収穫までを体験させ、それらが八百屋の店頭

に並ぶまでの経験をさせることだと思います。 

（中略） 

このような経験をさせれば、「人参やごぼうも大根と同じような状態で畑で栽

培されているんだよ」と説明すれば、当たらずとも遠からずのイメージを膨らま

せることができるからです。 

つまり、核になる経験たり得るためには、少なくとも、①本物の経験であるこ

と、②そこからイメージを膨らませることができる経験であること、③学習に転

移性のある経験であることといった条件を整える必要があるのではないかと思い

ます。 

  イ 視覚障害ブックレット３学期号 平成２３年３月２３日発行 

   特別寄稿「認知と動作の基礎指導（２）」 

    【核になる経験の重視】 

一つの質の高い本物の体験（ここでは桃園の経験のこと）を行うことによって、

他の学習（ここでは梨園・柿園・みかん園の学習）にもその経験がプラスに働き、

触覚による簡単な観察とことばなどによる説明等によって、実際の情景とほとん

ど変わらないイメージを膨らませることができるような経験を「核になる経験」

といいます。 

    この核になる経験や学習は、図の示すような二つのタイプがあるように思いま

す。その一つは、「A 型」に示すような核になる経験です。つまり、類似する沢山

の事柄の中で、中核的で代表的な経験や学習を一つあるいは複数行うによって、

他の経験や学習はさほど丁寧に行わなくても事足りるというタイプです。（中略） 

二つ目は「B 型」のタイプです。このタイプは、中核的な経験や学習を行うこ

とによって基本的な見方・考え方の枠組みができ、以後の経験や学習がこの枠組
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みの中に位置づけられて、徐々に概念の枠組みが強固になっていくようなものを

意味しています。 

 

 

 

 

 

 

 

      図２ 核になる体験の模式図 

 

  ウ すべての視覚障害児の学びを支える視覚障害教育の在り方に関する提言：池谷

尚剛他 

  【視覚障害児の学習を保障するための必要条件】 

視覚障害児は視覚に依存しない学び方を学ぶ機会を必要とします。 

（中略） 

視覚障害児は、経験、イメージ、イメージの言語化というプロセスで、学ぶ力 

を付ける必要があります。このプロセスには、集中力、短期的な記憶力、時間が

必要です。 

（中略） 

視覚障害に起因する体験の不足を補うことが、視覚障害児の教育では大切なこ

ととされています。しかし、触ることができるものは限られ、触るには時間がか

かるので、何もかも触って体験するわけにはいきません。そこでありふれたもの

の中から本質的なものを選んで、じっくり触察することが重要で、それを私達は、

核になる体験と呼んでいます。 

  エ ホームページ『うじらぼ』広島大学大学院教育学研究科氏間研究室 

    盲児に概念獲得させる場合、「核になる体験」を重視することがいわれること

があります。この「核になる体験」とはなんでしょうか。おそらく，心理学でい

われる「プロトタイプ（prototype）のことを指すのではないかと考えられま

す。プロトタイプとは、「カテゴリーの最も中心（典型）的成員（例：鳥カテゴ

リーにおけるスズメ）、またはカテゴリー事例の特徴情報を抽象化し、統合した

単一表象。」（心理学辞典）と定義されることがあります。プロトタイプと対置す

る言葉として周辺事例というのがあります。 

   （中略） 

    盲児に「核になる体験」をさせることを考える場合には，概念の事例の中でも

その概念の事例が持っている共通特性（属性）を最も多く持っている事例を検討

するのが一つの目安になるのではないかと考えられます。 

   （中略） 

    このように核になる体験とは、プロトタイプについて、その属性を適切に獲得

させるような体験というふうに解釈することができるでしょう。その際は、子ど

もの状況を適切に捉えて、知覚的属性や機能的属性を適切に獲得できるようにす
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る必要がありそうです。また、触覚や聴覚等の長所や短所を見極めて、適切に属

性の獲得ができる環境づくりやスキルの習得を周囲の大人が促す必要があると考

えます。 

    これらの著書等を基に「核になる体験」の捉え方について共通認識を深め、単

元の流れの中にどのような学習活動をどのように配置するのか、どのような教材、

教具を用意するのかなど、効果的な方法を検討した。さらに、「核になる体験」を

より質の高いものにするために「環境」「言葉」を踏まえて手立て化し、授業の充

実を図った。なお、視覚障害の視点である「核になる体験」「環境」「言葉」につ

いては本稿第１部 全校研究の概要 資料に示す。 

（３）単元（題材）における 3 観点に基づく授業の評価と改善 

各研究グループの対象授業について、事前の授業参観や検討会等を経て、授業研

究会を設定し直接またはＶＴＲで参観をした。グループ協議では、３観点（①知識・

技能、②思考・判断・表現、③主体的に学習に取り組む態度）に基づいて幼児児童

生徒の学ぶ姿を評価した。また「核になる体験」を用いた場面とそれを支えるため

の「環境」「言葉」の手立てについて、評価・改善案を出し合い、授業改善を図った。 

 

９ まとめ 

（１）成果と課題 

  ア 「核になる体験」の設定 
    研究グループによっては、「核になる体験」の捉え方について説明している著書

等をもとに学習会を行い、捉え方の共通認識を図った。その上で、単元（題材）

または生活指導において重視したい「核になる体験」をグループ間で検討し設定

をすることができた。設定した「核になる体験」を質の良いものにするためにど

のような教材をどのように配置するのか、またさらに加えるべき手立ては何かの

視点で検討しながら授業づくりまたは生活指導を行うことができた。一方で、教

科・単元のねらいと、核になる体験の設定のバランスの難しさ、集団学習におい

て設定した「核になる体験」を個々の幼児児童生徒に対し効果的に行うための手

立ての検討には課題が残った。 

イ 学習評価の設定の目的と表記方法の確認 

資質・能力の育成を目指し、本時の授業に 3 観点（①知識・技能、②思考・判

断・表現、③主体的に学習に取り組む態度）による評価基準を設けた。これによ

り幼児児童生徒の個々の到達点が具体化され、授業者が幼児児童生徒のどのよう

な姿を指標として授業を行っているかが参観者にも明確になり学ぶ姿を評価する

ことができた。一方で、参観者によって評価にばらつきが見られた。これは、評

価の基準の要素を多く取り入れたり、行動基準を限定してしまったりしたことが

理由と考える。さらに、実態差の大きい集団学習においては、評価基準の設定の

難しさも課題に挙げられた。これらを踏まえ、評価規準、評価基準、目標の整理

と評価基準の適切な書き表し方について提言していく必要がある。 

（２）今後に向けて 

中央教育審議会における、「幼稚園、小学校、中学校、 高等学校及び特別支援学

校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」（平成 28 年 12 月）の答



 

- 10 - 

申では、「子供たちの学習の成果を的確に捉え、教員が指導の改善を図るとともに、

子供たち自身が自らの学びを振り返って次の学びに向かうことができるようにする

ためには、学習評価の在り方が極めて重要」として、その意義に言及している。２

年間の取組においても、学習評価の基準を明確にすることが、授業を構成する基盤

となることを実感できた。 

また、育成すべき資質・能力に対し、どう学ぶかの視点で核になる体験を設定す

ることが、視覚障害のある幼児児童生徒にとって必要であるという共通認識をもつ

ことにつながり、その有効性についても浸透したものと思われる。今後も、研究成

果や課題を踏まえ、核になる体験の設定を中心課題に据えながら、幼児児童生徒の

資質・能力の育成を図っていきたい。 

 

１０ 参考文献 
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044/attach/1299899.htm 

（２）香川邦夫：「視覚障害教育に携わる方のために」．慶應義塾大学出版会 

（３）視覚障害ブックレット３学期号（平成２３年３月２３日発行） 

（４）HP『うじらぼ』広島大学大学院教育学研究科氏間研研究室．

http://home.hiroshima-u.ac.jp/ujima/src/index_j.html 

（５）文部科学省国立教育政策研究所：「指導と評価の一体化」のための学習評価に関す 
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令和４年度 視覚障害教育の視点について 

                                                    秋田県立視覚支援学校  

 

 本校が策定した視覚障害教育の視点における「核になる体験」は、視覚障害のある幼児

児童生徒の学習活動において概念の枠組みを獲得するための方法である。「核になる体験」

を始め「環境」「言葉」とは、学習活動を充実させるために教師が配慮すべき事柄である。 

 今年度本校では、「核になる体験」を各研究グループの共通実践事項として授業づくり

を進める。 

「核になる体験」を質の高い、より強固なものにするために「環境」「言葉」を踏まえた

手立てを重視し、授業づくりや生活指導を充実させる。 

 

視 点 主 な 項 目 

核になる 

体験 

ア 類似する事柄における代表的な体験 

イ 基本的な見方・考え方の枠組みづくりの体験 

環 境 物的環境 ア 時間的な見通し 

イ 場の状況把握への配慮 

ウ 見やすい環境の整備 

エ 視覚補助具の活用 

オ 教材教具の作製と活用の配慮 

カ 読み書きの環境整備 

人的環境 

 

ア 教師との信頼関係の構築   

イ 自力での活動機会の保障 

ウ 集団的活動の場面設定      

エ 励ましや称賛 

言 葉 ア 安心感のもてる言葉掛け 

イ 明確な指示 

ウ 動作のフィードバック 

エ 発問の工夫 

オ 「イメージの言語化」の場面設定 

 

 

 

 

 

 

 

資料 
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１ 核になる体験 

学習意欲をもち、学習や生活の基礎基本を学ぶことができるように、「核になる体

験」を設定する。 

 

「核になる体験」とは、類似した事態（内容）や新たな事態（内容）に対して有効に作

用するような、整理した体系としての質の高い体験、つまり、学習の基本となる、次につ

ながる体験のことである。香川（2013）は、「核になる体験」を主に次のア、イのよう

に示してきた。 

ア 類似する事柄における代表的な体験 

類似するたくさんの事柄の中で、中核的で代表的な経験や学習（例：スーパーでの

買い物の仕方）を一つ（図 1・左図）あるいは複数（図

１・右図）行うことで、他の経験や学習の枠組み（スー

パーやコンビニ等での買い物の仕方）をつくることが

できる体験。 

イ 基本的な見方・考え方の枠組みづくりの体験 

中核的な経験や学習（例：数の合成と分解に関わる

操作的活動）を行うことで基本的な見方・考え方の枠

組みができ、以後の経験や学習（例：たし算・ひき算）

がこの枠組みの中に位置づけられて、徐々に見方・考

え方の枠組みが強固になっていく体験。各教科等の学習では、単元導入段階で「核

になる体験」を設定し、枠組みを強化することが大切である。図２に、基本的な見

方・考え方の枠組み及び核になる体験の事例を示す。なお、    内の内容は核

になる体験の例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 類似する事柄における

代表的な体験 

スーパー 

コンビニ 

ー 

 

スーパー 
ー 

 

図２ 基本的な見方・考え方の枠組みづくりと核になる体験の例 

数の概念 

数の大小・系列 

数の合成・分解 

伝い歩き 

障害物の発見 

直進歩行 

音源定位 

信号のない交差点の横断 

経絡・経穴の 

名称、位置 

基本手技と身体各部の施術 

現代医学と経絡・経穴との関連 

ア 数の合成・分解 イ 盲児童の歩行学習 ウ 経絡・経穴 

施術の適応の判断、 

適応症状に対する施術 

症例検討 
現地での 
解説 

操作的 
活動 

信号のある交差点の横断 たし算・ひき算 
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★ 「核になる体験」の選定について 

香川は、核になる体験の選定について、「学習しようとする対象をより広く、深

く、確実に認識していくために必要な、一般的な方法をまず明らかにし、その一

般的な方法を身に付けることができるような最も効果的な教材を選定する（筆者

要約）」と述べている。つまり、すべての各教科等、自立活動において、幼児児童

生徒が見方・考え方を働かせたり、物事を習得したりするなど、確実に資質・能

力を身に付けるための、最もふさわしい一般的な方法がある。その方法を身に付

けられるような質の高い経験を選定することが大切である。 

 

 

★ 「核になる体験」を設定した学習展開の留意事項 

  

ア 焦点化 

    １単位時間の授業のねらい「何ができるようになるか」「何を学ぶか」を

明確にし、その焦点をしぼる。授業の導入、展開、まとめの各場面で「どの

ように学ぶか」、手立てや支援を行い、授業のねらいを貫徹する。 

イ 適切な難易度の課題の設定 

    一人一人が「少し頑張れば達成できる」ような、適切な難易度のねらいや

課題を設定する。 

ウ 活動量の確保 

    ねらいを達成するための十分な活動量を確保する。 

エ 主体的に活動する場面の設定 

    自分で「調べる」、「読み取る」、「考えて、判断する」、「表現する」「まと

める」などの場面を設定する。 

オ 学習の意義や有用性の提示 

    本単元・本時の学習の意義及び現在または将来の生活とのつながりを提示

する。また、本単元と既習単元、次の単元との関連を提示する。 

カ 動作化及び操作的活動 

    身体や感覚を使った動作及びロールプレイや、教具を使った操作的活動な

どを取り入れる。 

キ 学習評価の場面の設定 

    評価の観点及び規準、幼児児童生徒の表現や行動など、評価方法を明確に

し、自己評価または他者評価の場面を設定する。 
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２ 環境 

質の高い「核になる体験」を設定するために、視覚障害の特性に応じた学習環境を 

設定し、物的環境と人的環境に整理した。 

 

（１）物的環境 

ア 時間的な見通し 

視覚障害をもつ幼児児童生徒は、周りの人の様子や周囲の情報が入りにくいため

学習活動の流れが理解しにくい。活動を始める前に「これからどんな活動をするか」

を説明し、見通しをもてるように提示する。 

イ 場の状況把握への配慮 

    幼児児童生徒は見える範囲が限られることにより、周囲の状況把握に困難が生じ

ることが多い。ものの位置やそれらの関係を把握し、スムーズに活動に取り組むこ

とができるように、順序よく丁寧に触って確認したり、分かりやすくものを整理し

たり、置く場所を決めておいたりすることが大切である。また、幼児児童生徒の見

え方に配慮した動線にし、環境把握がしやすいようにする。 

ウ 見やすい環境の整備 

（ア）明るさの調整 

   屋内では、机の上に照明を置いたり、遮光カーテンを設置したりする。屋外で

は帽子や遮光眼鏡を利用する。 

（イ）単純化とノイズの除去 

   全体像を把握しにくいため、情報量が多いと検索しにくくなる。そのため、目

的に応じて不要な情報量を精選し、シンプルな図や文字情報にする。 

（ウ）図と地のコントラストの強調 

幼児児童生徒の見え方に合わせて、白黒反転にしたり、文字を強調するために

枠線で囲んだりしてコントラストを強調する。 

  （エ）見やすく使いやすい道具の選定 

     適切な高さや机、いす、書見台等を活用する。定規、コンパス、分度器なども

見え方に応じた使いやすいものを使用する。筆記用具等については下記カを参照。 

エ 視覚補助具の活用 

上記ウの「見えやすい環境の整備」は、幼児児童生徒の実態や発達段階に合わせ

て行うものである。一般社会では、常に拡大された見やすいものが用意されるとは

限らない。そのため、生活年齢や実態に合わせて、自分で見やすい環境を整備する

力や主体的に情報を得ようとする意欲を育む指導も重要となる。そこで視覚補助具

の選定と活用指導が必要となる。 

（ア）視覚補助具の選定 

視覚補助具とは、弱視レンズ（単眼鏡、ルーペ）、拡大読書器等のことを示す。

できるだけ早い時期に、幼児児童生徒の見え方に合った視覚補助具を選定する。 
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  （イ）視覚補助具の活用指導 

自立活動等の時間において視覚補助具の基本知識や技術習得の指導を行う。そ

の指導に基づき、毎日の学習で活用する。 

オ 教材の作製と活用の配慮 

    視覚情報を活用した学習が困難な児童生徒は、聴覚や触覚から情報を得て学習す

る。そのため、音声教材や触覚教材を活用することが大切になる。 

教材を作製する際は次の点に留意する。 

（ア）一人で簡単に操作できるものにする。 

  （イ）大きさや構造に配慮し、触覚や視覚で判断しやすい教具にする。 

（ウ）教具に目印やガイドを付けて活用する。 

カ 読み書きの環境整備 

（ア）読みの環境整備 

ａ 読みのチェック事項 

文字の字体  ルーペ □使用 □不使用 

読書用文字サイズ pt 拡大読書器 □使用 □不使用 

最小可読文字サイズ pt 単眼鏡 □使用 □不使用 

白黒反転 □有効  スタンド照明 □使用 □不使用 

書見台 □使用 □不使用   

    ｂ 文字サイズの選定 

（ａ）読書用文字サイズ 

読み速度測定で最も速く読めたポイント数を採用する。 

（ｂ）新出漢字の文字サイズ 

細部や構成されている部品に着目しやすいように、大きめの文字を提示す

る。 

（ｃ）視覚補助具活用の際の文字サイズ 

拡大読書器やルーペ等の視覚補助具の活用する場合、基本的に文字を拡大

して提示する必要はない。単眼鏡またはルーペ等をどの場面で使用するか、

あらかじめ決めておく。 

ｃ 板書の配慮事項 

（ａ）座席から黒板までの距離 

   黒板までの距離が近すぎると一度に入る文字数が少なくなり、視写しにく

くなる。本校の教室では、黒板からは 2.5～３ｍの距離は確保したい。 

    （ｂ）字の大きさ 

通常と同じ６～８ｃｍ角の大きさでよい。指導者が単眼鏡で子どもの座席

からどのくらいの文字数が入るか確認する。 

      注１：大きく書きすぎると一度に入る文字数が少なくなり、非効率となる。 

      注２：新出漢字等は大きめに書いた方が見やすい。 
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（ｃ）行替え 

小学校低学年（または発達段階に応じて）では、単語や文節が行をまたが

ないように書く。 

    （ｄ）色使い 

       黒板とのコントラストが大きくなるように、白や黄色のチョークを使う。 

（イ）書きの環境設定 

ａ 書きのチェック事項 

鉛筆の濃さ  芯の太さ  ｍｍ 

シャープペンの濃さ  紙の色  

罫線の幅 ｍｍ 罫線の太さ ｍｍ 

ノートの種類    

ｂ 学習用具の選定 

（ａ）鉛筆 

適度な濃さ（ＨＢ～４Ｂ）で、きちんと削った鉛筆や 0.7mm～1.3mm の 

シャープペンがよい。ただし、視覚補助具使用の場合はこれよりも細目の太さ 

がよい。 

（ｂ）消しゴム 

必要な部分だけ消せる細めのものがよい。 

（ｃ）ノート 

見やすく、文字よりも目立たない（0.３mm【１pt】）程度）、マス目や罫線 

が入ったものがよい。 

（２）人的環境 

  ア 教師との信頼関係の構築 

    気持ちの安定を図り、教師との信頼関係を基礎に、友達にも関心が向くようにす

る。（幼稚部・小学部低学年） 

イ 自力での活動機会の保障 

マンツーマンの指導は、教師が幼児児童生徒に対して必要以上の支援をしがちで

あり、幼児児童生徒の活動機会を逃してしまうことがある。自力で活動できるよう

に、教師は適切な場面で見守りの支援を心掛ける。 

ウ 集団的活動の場面の設定 

    児童生徒同士で気付きを促したり、学習内容を深めたりすることができるように、

話合い活動やグループ活動などを設定する。 

エ 励ましや称賛（承認の機会の保障） 

励ましや称賛等、意欲を引き出す言葉掛け、雰囲気づくりを行う。 
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３ 言葉 

「活動（核になる体験）」との意味付け・関連付けを促したり、学習への動機付けや 

学習内容の定着等を図ったりすることができるように言葉による関わりを重視し、次

のように要点を整理した。 

 

（１）安心感のもてる言葉掛け 

 幼児児童生徒の発達段階に応じて、気持ちに寄り添い、思いを代弁したり共感したり

するような言葉掛けをする。 

（２）明確な指示 

幼児児童生徒にとって音声情報は自ら動くための重要な情報源である。「左にブロッ

ク、右側にボードがあり、奥には・・・があります。」等、幼児児童生徒の発達段階に

合わせた言葉を用いて、位置情報や活動内容等を明確な指示で伝える。 

（３）動作のフィードバック 

   フィードバックとは、幼児児童生徒の行動や反応を修正し、より適切なものにする

ために、その結果を教師が伝えることである。幼児児童生徒が、触察や操作の仕方、触

覚や視覚による判断等が適切かどうか分かるように、「そこが・・・ですね」「いいです

ね」等とタイミングよく言葉を掛け、フィードバックする。 

（４）発問の工夫 

  「発問」とは子どもの思考・認識過程を経るものであり、次の要件を満たすことが

望ましい。 

ア 何を問うているのかがはっきりしていること。 

イ 簡潔に問うこと。 

ウ 平易な言葉で問うこと。 

エ 主要な発問は、準備段階で決めておくこと。 

（５）「イメージの言語化」の場面設定 

   学習内容や概念を整理し、定着を図ることができるように、幼児児童生徒が自らの

体験や学習活動で獲得したイメージを言語化する場面を設定する。また、生徒同士、

教師との対話や自分自身との対話によってイメージを深めることをねらう。 
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Ⅰ 幼稚部・小学部・中学部グループの研究 

 研究主題：資質・能力の育成を目指した視覚障害教育の充実 

～「核になる体験」を重視した授業づくりを通して～ 

 

１ 幼稚部・小学部・中学部グループの幼児児童生徒の実態 

  本研究グループは、幼稚部５歳児２名（弱視、全盲）、小学部１年生１名（弱視、準

ずる教育課程）、３年生１名（弱視、準ずる教育課程）、４年生１名（全盲、各教科等

を合わせた指導を含む教育課程）、５年生１名（弱視、教科等を合わせた指導を含む教

育課程）、中学部１年生１名（弱視、準ずる教育課程）、２年生１名（全盲、準ずる教

育課程）の計８名からなる。 

今年度の指導実践は、小学部の児童４名を対象とした。４名の児童は個別学習が中

心となっていて、音楽や体育などの集団学習は、他の児童とかかわり合いながら学習

する貴重な機会となっている。積極的に参加する児童が多く、見聞きした友達の様子

や共有した活動から、児童同士がかかわり合い発言する姿がある。日常的に見聞きす

る機会が多い活動も、見えにくい・見えないことから、じっくり見て情報を得たり、

実際に体験したりする機会が十分ではないことがある。生活・学習活動で、基本的な

言葉の意味や知識、さらに語彙力を用いて周りの人とかかわるコミュニケーション等

も経験不足による影響が生活・学習全般で見られる。そこで、児童がじっくり見聞き

したり、実際に体験したりできるような活動を取り入れたり、活動における要点を補

足説明したりするなど、一人一人の実態に合った配慮をしながら生活や学習の基礎基

本を育むよう取り組んでいる。 

 

２ 研究仮説 

  幼稚部幼児・小学部児童・中学部生徒への授業の場面において、単元または題材に

おける育成したい資質・能力を明確化し、重視したい「核になる体験」を単元の基盤

として選定し授業実践に取り組み、評価・改善していくことで、幼児児童生徒の資質・

能力の育成を図ることができるであろう。 

 

３ 研究方法 

（１）単元（題材）における資質・能力の検討、明確化と単元（題材）づくり 

ア 単元（題材）の目標と内容（教材等）の特徴について確認と検討 

イ 指導と評価の一体化について確認 

ウ 視覚障害教育における教科指導上の配慮事項の確認と検討 

（２）単元（題材）を通して重視したい「核になる体験」の設定とそれを支えるための

「環境」と「言葉」の手立てを取り入れた授業づくり 

ア 視覚障害教育における「核になる体験」の確認と検討 

  イ 授業実践１「音楽」（事前研究授業、全校研究授業） 

  ウ 授業実践２「国語」（グループ内の授業を見る会） 
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（３）単元の３観点に基づく授業の評価と改善 

  ア 授業実践１「音楽」（事前授業研究会、全校授業研究会） 

  イ 授業実践２「国語」（グループ内の授業を見る会） 

 

４ 授業実践１ 

（１）対象児童と教科等及び題材名 

   小学部１・３・４・５年合同 音楽 「いろいろなリズムを歌に合わせて楽しも

う」 

（２）題材における育成したい資質・能力の検討、明確化と題材づくり 

   「３ 研究方法（１）（２）」の流れで授業づくりを進めた。本グループ内で育成

したい資質・能力について話合いをし、次の３点「歌の特徴を理解、歌詞・楽器の

特徴、楽器でリズムを打つ（知識・技能）」「リズムや楽器を工夫して発表する（思

考力・判断力・表現力）」「興味関心の広がり、音楽の発展性、ラテン打楽器、制作

活動への興味（人間性）」を、育成したい資質・能力の方向性として確認した。 

（３）題材を通して重視したい「核になる体験」の設定とそれを支えるための「環境」

と「言葉」の手立てを取り入れた授業づくり 

ア 授業づくりに向けた取組 

（ア）指導案（略案）を基に、学習展開における「核になる体験」について、検討 

した。イメージを言語化するプロセスは鑑賞のプロセスであることや、リズム 

の感じとイメージを合わせていくこと、また、いろいろなリズムが今後の基礎 

基本となり、リズムの本質は拍であることを確認した。 

（イ）研究グループ内で事前授業研究会を実施し、設定した「核になる体験」の成 

果・効果と課題・改善点を整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）全校授業研究会に向けて題材の育成したい資質・能力を検討し、授業づくり 

を行った。そこでは、資質・能力を育む上で重視する「核になる体験」を、イ 

メージを言語化し共有する活動や、イメージを身体表現につなげる活動と捉え 

写真１ 核になる体験について話し合い 

表１ 話し合いであがった意見を集約 
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た。このことから、拍からいろいろなリズムを体得するための「環境」「言葉」 

の手立てを話し合った。 

  （エ）全校授業研究会で提示した授業について、「核になる体験」が資質・能力の育 

成を図る上で有効だったのか意見を出し合い、本時の評価基準について評価し 

合った。 

重視する核に

なる体験 

「４ 授業実践１（２）、（３）ア」の通り、グループ内で核になる

体験について話合いをしたものを以下に記す。 

「拍」が「リズム」に派生していくことを体得するよう「リズム」

とオノマトペ（擬音語・擬態語）などと対応させて表現したり、児童

が選んで表現した言葉のリズム（「ぽん ぽこぽん ハイ！」「ぎゅー

たん」）を活用したりする。 

効果的な方法 ・さまざまな「リズム」の記号や立体の図譜を示す。 

・一人一人が選択した「リズム」に合ったオノマトペなどを考える場 

面を設定する。 

・選択した「リズム」に、オノマトペなどを対応させて楽器練習する

よう確認する。（クラベス、マラカス、ギロ、ボンゴ） 

・一人一人の「リズム」パートの習得に向け、個別と集団による楽器

演奏を段階的に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 核になる体験の効果 

児童によっては、音符の読み取りが難しかったり、リズムを感覚として捉える 

ことができなかったりするなど、曲と楽器演奏のリズムがずれることがあった。 

しかし、オノマトペなどの活用によって、「拍」の概念から「リズム」を体得し、 

リズムを意識して楽器演奏する姿が見られ、本題材の基礎・基本を押さえつつ、 

育成したい資質・能力を育むことができた。また、体の使い方や楽器の構え方、 

鳴らし方などを工夫し始める児童もおり、イメージを音楽表現へ発展させる展開 

が見られた。 

  ウ 核になる体験の課題・改善点 

写真２ 「リズム」の確認 写真３ 曲に合わせて「リズム」演奏 
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    オノマトペが児童によっては表現活動の工夫に発展するなど効果が見られたが、 

どの児童にも共通して有効な核になる体験と言えるのか、個別の実態やねらいの 

達成度によって核になる体験も個別的に設定する必要があるのではないかなどの 

意見があがった。また、オノマトペの捉えとして、「オノマトペを声に出すこと」 

「オノマトペを心の中で言うこと」「手を使って奏でてリズムを感じること」は、 

同じことと言えるのかという意見があった。指導助言の先生からは、楽器を鳴ら 

し歌いながら話し合いをすることも、表現したいイメージや思考を深めることに 

広がっていくのではないかという助言をいただき、改善の視点を得ることができ 

た。 

（４）題材の３観点に基づく授業の評価と改善 

  ア 評価基準の妥当性 

児童の学習の様子から教師が達成度を評価し、評価者全員が同じ評価となった 

児童もいれば、評価が異なる児童もおり、評価基準に基づいた評価の妥当性が児 

童によって異なっていた。評価の観点や達成度、評価方法の妥当性についてはさ 

らに検討したい。 

イ 評価基準の課題・改善案 

    実態差の大きい集団学習では、音楽科の評価基準に対して個別の目標との関連 

性や整合性が見いだしにくい目標もあり、それぞれが別に捉えられかねない複雑 

さがあった。個別の目標をシンプルに設定し、一人一人の児童について本時の育 

成したい資質・能力について適切に把握できるようにしたい。評価の方法につい 

ても、評価者が教師とは限らず、児童自身による自己評価や児童同士の相互評価 

など多様性をもたせることも考えたい。 

 

５ 授業実践２ 

（１）対象児童と教科等及び単元名 

   小学部４年 国語 「秋といえば・・・」 

（２）単元における育成したい資質・能力の検討、明確化と単元づくり 

   「３ 研究方法（１）（２）」の流れで進めたが、「３ 研究方法（１）」について

は、十分検討できなかった。 

（３）単元を通して重視したい「核になる体験」の設定とそれを支えるための「環境」

と「言葉」の手立てを取り入れた授業づくり 

ア 授業づくりに向けた取組 

  （ア）児童の実態や学習状況について検討できるよう、授業参観を行った。 

（イ）研究グループ内の授業を見る会に向けて、単元の確認と核になる体験につい 

て意見を出し合い、授業づくりの方向性を検討し合った。 

  （ウ）研究グループ内の授業を見る会で提示した授業について、核になる体験が資 

質・能力の育成を図る上で有効だったのか、意見を出し合い、本時の評価基準 

について評価し合った。 
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重視する核に

なる体験 

「５ 授業実践２（２）、（３）ア」の通り、グループ内で核になる

体験について話し合いをしたものを以下に記す。 

動作や物の状態、人とのやり取りなどの実体験を言語化する。 

効果的な方法 ・果物（みかん）にじっくり触れたり、食べたりするなど、意図的な 

活動場面を設定する。 

・活動に取り組む児童の様子やつぶやきを教師が言語化し、実体験と

言葉とをつなげる。 

イ 核になる体験の効果 

    児童は触覚と味覚を活用しながら果

物を確かめ、「ぐちゃぐちゃ」や「汁」

など、児童の行動とそれによる果物の

様子や状態とを結び付けた言葉を自ら

発することがあった。他の果物を取り

上げた際に、「どんどんすると、ぐちゃ

ぐちゃ？」と言うなど、動作と言葉の

イメージを結び付けて話すことがあっ

た。 

ウ 核になる体験の課題・改善点 

果物を用いて実体験を取り入れる核になる体験を設定したものの、グループ内 

で単元における資質・能力を十分に検討できなかったため、どのような言葉を育 

みたいのかなど、授業づくりの焦点化が図りにくくなってしまった。 

（４）題材の３観点に基づく授業の評価と改善 

  ア 評価基準の妥当性 

    本授業実践では、国語科のねらいと児童の実態とを踏まえた単元における資質・ 

能力や評価基準について、グループ内で十分に検討するまでは至っておらず、「３ 

研究方法（１）（２）」の流れによる評価基準の設定の必要性が確認された。 

  イ 評価基準の課題・改善案 

    「５ 授業実践２（４）ア」とともに、児童が発した言葉の意味をさらに追求 

して評価基準と照らし合わせることなどの改善の視点が分かった。 

 

６ 研究のまとめ 

（１）成果 

  ア 教科の単元（題材）における核になる体験の設定 

 授業担当者間で指導内容の本質を捉え、指導の方向性のイメージを共通理解し 

ながら授業づくりをしたことで、ねらいや評価基準にぶれがなく、単元（題材） 

全体で大切にしたい核になる体験を焦点化して設定でき、学習内容の定着や発展 

的な学習展開へとつながった。 

イ 単元（題材）の目標の明確化と評価基準の設定 

写真４ 果物（みかん）の触察 
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  対象児童の主な目標と教科の目標とをすり合わせ、検証する機会となった。児 

童の目標の明確化により、学習場面での児童の目指す姿を具体的に想定し評価す 

ることが大切であり、「評価規準・本時の目標・評価基準・個別の目標」と単元（題 

材）全体を通して目標を考えることにつながった。 

  ウ 児童の変容に見る資質・能力の育成 

    学習する以前は難しかった活動も、核になる体験を検討し設定したことで、児 

童の取組や学びに変容を見ることができ、教科における基礎・基本の定着と、資 

質・能力を育む手立ての一つとなった。 

（２）課題 

ア 個別と集団場面における核になる体験 

単元全体を通して設定した核になる体験が、集団場面における核になる体験で 

あり、一人一人の児童の実態に合った適切な核になる体験だったのかを改めて考 

える必要がある。これは、手立てについても同様で、集団への手立てが一人一人 

の児童にとって有効な手立てとは限らず、集団と個別への効果的な支援の工夫を 

検討したい。 

  イ 目標及び評価基準の設定と、評価の見極め 

目標や評価すべき項目が多く、評価規準や評価基準の解釈の広がりが、評価者 

によって児童の評価が異なることにつながった。授業のねらいや、教師の手立て 

の妥当性など、より具体的な評価基準の設定と検証が必要である。また、実態差 

が大きい集団学習では、集団と個別の目標設定や評価の難しさがあることが分か 

った。 

  ウ 資質・能力の育成と授業づくり 

    育成したい資質・能力が曖昧な場合、学習活動や核になる体験の設定などが難 

しいことが分かった。教科の目標、内容等を基に児童の学習段階を見極めるなど、 

授業づくりの基本を常に確認し合いながら、何をどのように学び定着・派生させ 

ていくのか、単元（題材）や教材・教具の検討などをしながら、今後の授業づく 

りに取り組みたい。 
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小学部第 1・３・４・５学年合同 音楽科 学習指導案 

日 時 令和４年９月 20 日（火曜日）３校時   

場 所 音楽室 

指導者 Ｔ１：武田幸美  Ｔ２：藤田由樹 

  Ｔ３：坂本由起子 Ｔ４：落合久貴子 

１ 題材名 

  「いろいろなリズムを歌に合わせて楽しもう」 

 

２ 題材の目標 

（１）ラテン打楽器の音色やリズムと「いろんな木の実」（西インド諸島民謡）の曲想との関わ 

りに気付くとともに、友達や教師と一緒に歌に合わせてリズム伴奏する技能を身に付ける。 

（２）楽器の音色やリズムの特徴を言葉や身体の動きで表現することに楽しさを見いだしながら、 

歌と一緒にリズムを打つ時の合わせ方について思いや意図をもつ。 

（３）楽器の音色やいろいろなリズムが重なり合う表現に関心をもち、友達や教師と一緒に楽し 

んでリズム伴奏のアンサンブルに取り組む。 

  

３ 題材の評価規準 

知識・技能 ラテン打楽器の音色やリズムをお互いに聴き合いながら、2 種類

の旋律で構成された歌の形式を理解してリズム伴奏をしている。 

思考・判断・表現 楽器の音色を擬音語で表したり、リズムの特徴に単語や動作を当

てはめたりして、リズム伴奏の練習方法や歌詞のイメージを生か

した演奏形態を工夫している。 

主体的に学習に取り組む態度 楽器の音色や奏法、各リズムの特徴などに興味をもち、自分から

友達や教師と関わりながら、拍を感じて歌ったり相手の音に注目

して楽器を鳴らしたりしている。 

 

４ 児童と題材 

（１）児童の実態 

ア 眼疾患名及び視力、視野等に関わる見え方の特徴 

児童・学年 性別 遠距離視力 近距離視力 最大視認力 備考 

A・１年 男 （0.05） （0.08） （0.9／５cm） 発達緑内障、羞明 

B・３年 女 （0.02） （0.02） （0.15／2cm） 角膜混濁、羞明 

C・４年 女 ０ ０ ０ 先天性無眼球 

D・５年 女 （0.05） （0.05） （0.3／３cm） 小眼球、羞明 

イ 主な学習状況 

    本学習グループは、小学校に準ずる教育課程の児童 2 名（A・B）と、各教科等を合わ

せた指導を含む教育課程の児童 2 名（C・D）から成る。 

児童 A は、曲の題名や歌詞の内容を自分の生活場面と結び付けて楽しんでいる。リズム

活動では、手足の協応動作で身体の動きに課題はあるが、両手を同時に動かす拍打ちが徐々

にできるようになってきた。児童 B は、指示をよく聞き、教師が提示する目の前の課題に

興味・関心をもって進んで取り組んでいる。既存の知識や経験を用いて音楽に対する思い

やイメージを適切な言葉で表すことに課題はあるが、身体表現で曲想を捉えることを得意
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とする。児童 C は、音楽遊びを通して、音色から楽器の名称を言い当てたり、範唱を聴い

て歌詞をつぶやいたりして音や音楽に親しんでいる。合同学習では、教師の説明や友達の

問い掛けといった周囲の環境を把握するために、第三者の仲立ちを必要とする。児童 D は、

音への感性が鋭く、旋律やリズムをよく捉えて音楽を楽しんでいる。他者を意識する気持

ちが強く、合同学習では周囲との関わり方に課題はあるが、個別学習では自分のやりたい

ことや気持ちを積極的に発信している。このように、音や音楽への関わり方がそれぞれ異

なる４名の児童は、この合同学習を通して、個別学習では体験できない友達との学び合い

の機会や役割を果たすことでの達成感を得ている。 

 

（２）題材観   

   本題材は、ラテン打楽器の特徴的な音色によるリズム伴奏付きの歌「いろんな木の実」（西 

インド諸島民謡）を教材として展開する。本教材の南国風の曲想は、児童に新鮮な感覚をもた 

らし、いろいろなリズムパターンの演奏に挑戦する姿勢や、拍を感じて歌にリズム伴奏を合わ 

せる力など、アンサンブルに取り組むうえで基礎となる資質・能力を育てるのに適している。 

前題材の「拍にのってリズムをかさねて楽しもう」で身に付けてきた、「拍」をベースとした 

簡易なリズムパターンが重なり合う感覚を、本題材ではさらに豊かに発展させ、それらを表現 

するための力を伸ばしていきたいと考える。これは、特別支援学校学習指導要領小学部音楽科 

のA「表現」におけるア「歌唱」とイ「器楽」、［共通事項］のア「音色」「リズム」「拍」 

と「くり返し記号」に関する内容から成る。また、本題材は、各児童の自立活動の要素「人間 

関係の形成」と「コミュニケーション」（児童A・B・D）、「身体の動き」（児童C・D）を 

含み、習得したリズムの応用や、他地域の音楽との比較、発音原理を真似た手作り楽器の制作 

といった様々な活動への発展性をもつ。 

 

（３）学習指導における留意点 

ア 具体物の操作 

    歌の特徴をつかむ段階では、曲の構成を意識しながら見通しをもって歌うように、歌詞

に登場する４種類の果物の模型を触ってイメージを明確にする場を設けたり、果物のイラ

ストカードを旋律の構成に合わせて提示したりする。また、２小節１フレーズで構成され

る 2 種類の旋律（のびやかな A と歯切れのよい B）の対比を拍にのって感じ取るように、

カラー指揮棒を用いて拍打ちしたり縦に振ったりしながら歌うなど、歌と拍を結び付ける

ための音と身体の協応動作を取り入れた活動を設定する。 

 

イ オノマトペ（擬音語・擬態語）と単語のリズムの活用【核になる体験】 

    本題材で重視する「核になる体験」（６ページ参照）として、「拍」から「リズム」を

体得していくことができるように、楽器と音色を一致させる擬音語を用いた音当てゲーム

や、いろいろなリズムパターンに児童が好きな物の単語を当てはめて楽器を操作する活動

を設定する。言葉のリズムから音楽的なリズムを自覚するように、音色を「ギーギー」や

「シャカシャカ」などの好きな擬音語で表すよう促したり、児童の実態に合わせた記号や

立体で表した図譜でリズムを視覚化したりし、「核になる体験」の枠組みを強化したい。 

 

ウ 主体的に学習のゴールに向かう環境づくり 

    拍にのって曲想を感じ取り、ラテン打楽器の音色やリズムの特徴を体験する過程から、

児童がそれぞれの視覚やリズム表現の実態に応じて楽しさを実感するように、4 名の教師
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が個々に合った支援を同時に行いながら一緒に練習や生演奏をする人的環境となる。また、

児童が見通しと期待感をもって学習に向かうように、席を立って接近視するための板書の

形式の統一や振り返り場面での発表形式の固定化、導入での児童の気付きを生かしためあ

ての設定などを行う。さらに児童の学びが相互に深まるよう、教師とのペア活動や、友達

との相談タイム、拍打ちリレーやリズムリレーによる集団練習、相互評価の機会などの関

わりの場面を意図的に設定する。 

   

５ 指導計画 

  総時数 ４時間 

小題材名 主な評価規準 【評価方法】 時数 

ア 歌のとくちょうを 

感じよう 

態 歌詞に出てくる実やラテン打楽器の音色に興味をもち、拍

にのって楽しく歌おうとしている。【発言内容、行動観察】 

1 

イ リズムばんそうを 

しよう 

知 担当するリズムを、歌に合わせてフレーズの初めから終わ

りまで打ち続ける。【行動観察、演奏聴取】 

２ 

ウ 音色をくふうして 

合わせよう 

思 音色やリズムと曲想との関わりについて考え、どのような

順番で打楽器のリズム伴奏を入れるかについて思いや意図

をもっている。【発言内容、行動観察】 

１ 

本時 

 

【板書計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※発問：「歌に合うように、どんなことに気を付けてどんな工夫をすれば、楽しくなるかな？」 

 

６ 本時の指導 

（１）本時の目標 

  ア 担当する打楽器の音色やリズムの特徴を歌詞や果物のイメージと結び付け、歌に合わせ 

てリズム伴奏を工夫する。 

 

マラカス 

ギロ 

クラベス 

ボンゴ 

いろいろなリズムを うたにあわせて たのしもう 

 

          ※楽器の奏法やタイミング       ※味わった音と感触 

            

           ※注目した音やフレーズ        ※旋律 A と B での演奏の違い 

 

 

 

 

 

 

 

     B の（じゅんばん）をきめて、たのしくえんそうするには？ 

 

めあて 

まとめ 

児童 D 

児童 C 

児童 B 

児童 A 

A B A B A 

リズムカード 

リズムカード 

リズムカード 

リズムカード 
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（２）評価 

  ア 本時の評価基準（具体的な児童の姿と目標を実現するための手立て） 

観
点 

十分満足できる（Ａ） おおむね満足できる（Ｂ） 

思
考
・
判
断
・
表
現 

歌に合わせる際に、旋律を聴いて拍を感じ

たり、他のリズムパートなどの周りの音を

きっかけにしたりして、旋律 A と B の部分

の違いを生かしながらリズム伴奏を工夫し

ている。 

歌に合わせる際に、同じリズムパートの音

に注目したり、教師の合図をきっかけにし

たりして自分の出番が分かり、旋律 B の部

分では順番を守ってリズム伴奏を楽しもう

としている。 

 

  イ  評価方法【活動２、３：発言、行動観察 活動４：演奏、身体の動き、発言】 

 

（３）個別の目標（※本時のねらいを達成する過程で、個々に育てたい資質・能力に関するもの） 

Ａ 
ア 友達の発表をよく聞いて自分の思いを言葉にしたり、自分と同じリズムを打つ相手 

の音やタイミング、体の動きなどに注目しながらリズムを演奏したりする。 

Ｂ 
ア 担当する楽器のリズムに合った果物を選び、歌の旋律や他のパートを聴きながら、 

体で拍をとって繰り返しのリズムパターンを演奏する。 

C 
ア 曲の感じや合図から自分の出番を感じ取り、拍に合わせて「ぽんぽこ」などの自分 

の言葉を当てはめながら、教師と一緒に打楽器を鳴らしてリズム伴奏を表現する。 

D 
ア 担当する楽器の音色やリズムと果物のイメージを結び付けて、旋律AとBの各部分 

で強弱などを変えながらリズム伴奏を工夫する。 

 

（４）展開  

ア時間  学習活動 イ 教師の働きかけと留意点 ウ 準備物 

10分 １ 前時の復習をする。 

 ・リズムパートの確認 

 ・めあての確認 

 

 ※演奏ペア： 

  児童AとT4 

  児童BとT2 

  児童CとT3 

  児童DとT1 

（ア）楽器の音色やリズムを意識しながら演奏 

するように、リズムパートごとに発表し合 

う場を設ける。 

（イ）お互いのリズムや演奏のポイントを全員 

で共有するように、それぞれのリズムカー 

ドを提示しながら説明する。 

（ウ）アンサンブルの面白さが分かるように、 

授業者による範奏の動画を提示する。 

（エ）前時のアンサンブルとリズムの特徴を思

い出すように、擬音語や単語で口唱歌風に

リズムパートを合わせてから演奏するよう

にする。 

 

 

果物模型

とｲﾗｽﾄ 

電子黒板 

iPad 

打楽器 

ｽﾃｨｯｸ 

ﾘｽﾞﾑｶｰﾄﾞ 

 

B の（じゅんばん）をきめて、たのしくえんそうするには？ 
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20分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 旋律Bとの合わせ方

を考える。 

 

 

 

 

 

３ リズム伴奏の仕方を

工夫する。 

 

（オ）自旋律 B の演奏の順番を工夫するように、 

４種類の果物や歌詞のイメージについて意 

見交換する場を設ける。 

（カ）自分の楽器の音色やリズムがどの果物の 

歌詞に合うと思うのか、理由を含めて話す 

ように、果物の形や歌詞の様子などのより 

どころとなる情報を示す。 

（キ）曲全体の見通しをもって練習するように、 

曲の構成をカードで示したり、既習の学習 

内容を掲示したりする。 

（ク）自信をもってリズム伴奏をするように、 

拍を打ちながら一緒に歌ったり、児童と交 

代でリズムを打ったりするなどの練習方法 

を工夫する。【核になる体験】 

（ケ）自分の番でタイミングよくリズムを打つ 

ように、児童のiPadに入れた範奏動画を個 

別に活用しながらパート練習する。 

（コ）自音色やリズムの重なりを意識して合わ 

せるように、他のパートのペアと交流しな 

がら練習することを提案する。 

iPad 

打楽器 

構成ｶｰﾄﾞ 

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 

15分 ４ 振り返りをする。 

 ・まとめの演奏 

 ・感想発表 

（サ）練習の終わりや指示を聞くタイミングに気 

付くように、合図となる旋律をキーボードで 

弾く。環境の変化に敏感な児童に対しては、 

音源を再生する前などに個別に声掛けした 

りカウントを取ったりするなど安心感をも 

って学習に参加できるようにする。 

（シ）旋律Bで自分の出番が分かるように、数拍 

前に果物の名前を話す。 

（ス）前時の学習と旋律Bで順番に演奏したこと 

を比べるように、まとめの発問を工夫する。 

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ 

ﾘｺｰﾀﾞｰ等 

 

 

  ※展開の中の太枠部分は、児童から出ると予想されるめあての文言を示す。 

 

（５）評価 

  ア 児童 … ６（２）評価基準を基に評価する。 

  イ 教師 

（ア）音符や記号のリズム譜、擬音語や単語の当てはめ、身体表現や拍打ちなどの多角的な   

リズム習得の方法が、歌とのアンサンブルを楽しむことにつながったか。 

（イ）児童が自信をもって演奏したり、歌に合わせてリズム伴奏しようとしたりするための 

教師の手立ては適切であったか。 
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＜資料＞ 

【核になる体験】 

 

ア 内側の図 

表現活動における【核になる体験】を設定する際の枠組みを示す。 

本題材では、「拍」から「リズム」をより効率的に着実に体得する過程を重視し、その過程

で取り上げる活動を【核になる体験】として設定した。 

 

イ 外側の図 

鑑賞活動における【核になる体験】を設定する際の枠組み、及び音楽的な見方・考え方を働

かせるためのサイクルを示す。 

 

ウ 外側の図における相互関連の一例 

以下の（１）から（３）の事項が図の矢印に対応している。 

 

（１）「音（音楽）」から「イメージ」へ → 音楽を形づくっている要素の知覚 

 

（２）「イメージ」から「言葉」へ → 感受したイメージの自覚化          

 

（３）「言葉」から「音（音楽）」へ → 表現の工夫 

 

 

                           

表現の技能・創意等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拍子・リズム 

 

 

 

 

 

 

拍 

音（音楽） 

言葉 イメージ 

（１） 

（２） 

（３） 
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Ⅱ 高等部普通科・生活情報科グループの研究 

研究主題：資質・能力の育成を目指した視覚障害教育の充実 

～「核になる体験」を重視した授業づくりを通して～ 

 

１ 高等部普通科・生活情報科グループの生徒の実態 

 本研究グループの対象生徒は、高等部普通科３年３名（準ずる教育課程２名、教科

及び各教科等を合わせた教育課程１名）、２年２名（準ずる教育課程２名）、１年１名

（準ずる教育課程）、専攻科生活情報科１名の計７名である。その内、高等部普通科

２年１名は全盲であり、他の６名は弱視である。 

 高等部普通科３年３名は、高等部卒業後の一般就労が決定した。３名の内、準ずる

教育課程の２名は、教科学習の他に学校設定教科である「職業総合」を週８時間履修

し、就労や卒業後の社会生活に関わる学習活動、インターンシップに関わる学習活動、

実践的な作業活動などに取り組んでいる。また、教科及び各教科等を合わせた教育課

程の１名も、作業学習を週８時間履修し、準ずる教育課程２名の職業総合との合同学

習に取り組んでいる。 

 高等部普通科２年２名の内、全盲生徒１名については、中学校での入院、失明等を

経て本校中学部に転入した。そのことから、基礎学力の定着の程度や学習活動に関わ

る点字習得の進捗状況を踏まえ、主要教科について個別に指導を行い学習活動の充実

を図っている。 

 高等部普通科１年は、教科学習の他に３年生の２名と同様、学校設定教科である

「職業総合」を週６時間履修し、作業活動は３年生とともに取り組んでいる。 

 専攻科生活情報科の１名は、社会生活を送る中での視力の低下により、１年間の教

育課程の本学科に入学し、歩行、日常生活動作、情報機器の活用等について学習して

いる。 

 以上、対象生徒の実態の幅は広いが、学習活動の設定とその指導においては、共通

して「新学習指導要領」と「核になる体験」を踏まえること、特に「核になる体験」

では、学習内容の中心的な事柄を取り扱うことや、個別的・反復的な学習場面の設定、

学習活動中の予測と確認に対する十分な時間の確保などを通じて、生徒が核となる概

念や動作を獲得しながら効果的・効率的に学習に取り組めるよう配慮することが必要

である。 

 

２ 研究仮説 

 高等部普通科及び専攻科生活情報科の生徒への授業の場面において、単元または題

材における育成したい資質・能力を明確化し、重視したい「核になる体験」を単元の

基盤として選定し授業実践に取り組み、評価・改善していくことで、生徒の資質・能

力の育成を図ることができるであろう。 

 

３ 研究方法 

（１）単元（題材）における資質・能力の検討、明確化と単元（題材）づくり 
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（２）単元（題材）を通して重視したい「核になる体験」の設定とそれを支えるための

「環境」「言葉」の手立てを入れた授業づくり 

（３）単元の３観点に基づく授業の評価と改善 

 

４ 授業実践１ 

（１）対象生徒と教科等及び単元名 

高等部普通科１年 理科（科学と人間生活） 「微生物とその利用」 

（２）単元における資質・能力の検討、明確化と単元づくり 

   学習指導要領に基づき、生徒の実態に配慮して設定した。 

（３）単元を通して重視したい「核になる体験」の設定とそれを支えるための「環境」

「言葉」の手立てを取り入れた授業づくり 

重視する核に

なる体験 

授業研究会の実施に当たり、事前にグループ内で別単元の授

業参観を行い、生徒の実態や効果的な指導の在り方について意

見交換をした。それにより、単元の学習内容を精選し、人との

関わりや身近な事象を中心的な題材として、微生物についての

概念形成を図ることが効果的と考えた。今回はアルコール発酵

の実験を取り上げ、そこで得られた知識を既知の知識と併せて

整理するよう指導を計画した。 

効果的な方法 アルコール発酵の実験では、生徒が予測と確認をしながら繰

り返しじっくりと観察・実験をするよう計画した。また、事象

を正確に捉え科学的に考察するよう、生徒の見えにくさに対す

る支援として iPad のカメラ、ビデオの機能等、ICT 機器を積極

的に用いた。 

  

 

 

  ア 核になる体験の成果・効果 

  アルコール発酵の実験は、生徒の実態に即して、身近で興味がそそられるもの

であった。生徒は、経過や結果が予測に合致したかじっくりと確認し、必要な知

識を得ることができた。今後、調味料の発酵等、人間社会での微生物の利用につ

写真１ 観察時、iPad による拡大と写真・動画の撮影 写真２ iPad 上の記入枠への実験データの入力 
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いて、今回の実験で得た知識を基にして十分に理解が促されるものと考える。 

  また、実験中の iPad の積極的な活用として、生徒が適宜画像を拡大すること

で、発酵管の目盛りで二酸化炭素の量を容易に視認したり、逐次の画像の撮影に

よって数値の変化を見返して確認したりすることができた。さらに、書字に時間

がかかる生徒であるが、実験の数値等の記録や所感を iPad に用意されたシート

へ入力することにより手早く済ますことができた。これらによって、実験の観察

や記録のほとんどを眼前で処理することができたため、生徒は集中を維持して主

体的に学習に取り組むことができた。 

  イ 核になる体験の課題・改善点 

実験に十分な時間を確保したとはいえ、教師の指示や促しが比較的多く見られ

る場面もあった。生徒が複数いる状況であれば生徒同士が関わり合って課題を解

決し、学習活動を進めることができたと思われる。ＩＣＴのさらなる活用など、

生徒一人による学習活動の中であってもできることを模索していきたい。 

（４）単元の３観点に基づく授業の評価と改善 

  ア 評価基準の妥当性 

本時の実験における生徒の活動の様子を踏まえ、事後協議会ではほとんどの教

師が同じ基準（Ａ・Ｂの内Ｂ）を示したことからも、評価基準は概ね妥当であっ

たが、次項で留意点に触れる。 

  イ 評価基準の課題・改善案 

本時の評価基準である「次時の実験の条件に気付き提案する」に対して、生徒

は、教師が気付かせたかった条件である「温度」ではなく、「糖やイーストの量」

について気付いて提案し、のちに教師とのやり取りを通じて「温度」について気

付いて改めて提案していた。そのため評価基準への「温度」の記載の有無によっ

て生徒の評価が変化してしまうため、ねらいに沿った適切な記載の仕方が改善点

として挙げられた。 

 

５ 授業実践２ 

（１）対象生徒と教科等及び題材名 

高等部普通科１～３年 保健体育（体育） 「マット運動」～シンクロマット～ 

（２）題材における資質・能力の検討、明確化と単元づくり 

   学習指導要領に基づき、生徒の実態に配慮して設定した。 

（３）題材を通して重視したい「核になる体験」の設定とそれを支えるための「環境」

「言葉」の手立てを取り入れた授業づくり 

重視する核に

なる体験 

授業の実施に当たり、事前にグループ内で授業参観を行い、

生徒の実態や効果的な指導の在り方について意見交換をした。

それにより、題材を通じて自己に適した基本的な技を習得する

よう、反復練習の時間を十分に保障するとともに、技のこつを

伝え合いながら自らの技能の向上につなげるよう、話合いの場

面を適宜設けるよう指導を計画した。 



- 35 - 

 

効果的な方法  核になる体験を用いた効果的な学習のため、iPad を積極的に

活用した。例えば、技を身に付けるための練習方法を自分で調

べて取り組んだり、演技構成についての話合いに電子黒板に拡

大した映像を用いたりした。また、iPad の活用以外にも、生徒

がボディイメージをもつよう、教師が体を支えたり具体的な言

葉で動きを伝えたりした。さらに、話合いの場面では、生徒の

改善点の指摘に終始せず、技術の向上等の成果を多く取り上

げ、生徒の意欲が高まるようにした。 

  

 

 

  ア 核になる体験の成果・効果 

  毎時間技の個別練習の時間を設け反復して練習をしたことで、生徒と教師との

間で、身に付けたい力や課題が共有され、技術の向上に効果があった。話合いに

おいても、iPad の動画を用いたことで、どの動作について話し合うのか明確に

なった。また、そのことで生徒がもつ動作のイメージと実際の動きの違いがわか

り、生徒は個別の練習にもフィードバックさせることができた。さらに、話合い

活動によってシンクロマットの演技構成を決めたり改善したりしたことで、学習

活動に対する生徒の主体性が高まった。 

  イ 核になる体験の課題・改善点 

課題・改善点として、研究協議では、技の習得に向けて話合い活動をさらに効

果的にするために、教師が話合いで話題にしたい具体的な上達のポイントを本時

の目標として生徒に伝えるようにすること、また、一つの技を成功させるために

体のどの部分の動きに着目すべきか生徒が理解することで、iPad の動画のより

良い見方や反復練習の意欲につながるのではないかとの提言があった。 

（４）単元の３観点に基づく授業の評価と改善 

  ア 評価基準の妥当性 

評価基準として記載された文章は、教師の本時に対するねらいや意図は伝わる

ものだったが、事後の研究協議では参観者によって評価が分かれたことから、内

容の整理が必要と思われる。 

写真３ 基本的な技の個別の反復練習(毎時間) 写真４ 映像を用いた技能に関する話合い活動 
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  イ 評価基準の課題・改善案 

評価基準に「技の改善点に自発的に気付く、それについて話合いの場で発言し

たり仲間の発言を聞いたりする、練習内容を選択する」とあるように、文章中に

学習活動の流れに沿う形で評価の要件が複数あったことが、参観者の評価が分か

れたことの要因であるため、要件を絞って記述する必要があった。 

 

６ 研究のまとめ 

（１）成果 

  ア 「核になる体験」 

 核になる体験の実践に当たり、研究グループ内で研修を行い、視覚障害教育の

指導の基本とされる理由や手法について改めて確認するとともに、授業参観や指

導案検討を通してその効果的な取り扱いを検討した。このことは、特に視覚障害

教育の経験年数の少ない教師にとっては意義のある学びの機会となった。 

また、核になる体験を用いた授業では、学習活動の中で生徒の予測と確認がし

っかりと行われるよう、ＩＣＴを用いて見え方を補ったり、遡って映像で確認し

たりすることが有効であった。そしてこのことで、生徒が自分の気付きによって

学習を進めていく機会が増し、生徒の学習への集中や主体性にもつながったこと

を教師間で共有した。 

  イ 「評価基準」 

評価基準の設定で、生徒個々に対するねらいと手立てを一層明確にした。特に、

昨年度のＡＢＣの評価基準をＡＢとしたことで、特別支援教育・視覚障害教育と

しての、どの生徒も基準に達するよう実態に即して手立てを講じる指導の在り方

を指導案に反映することができた。 

 

（２）課題 

ア 「核になる体験」 

  今回行った２つの研究授業を通して、核になる体験の意義を実感することがで

きたが、一方で授業者からは、指導要領を基にした教科・単元のねらいと、核に

なる体験の設定のバランスが難しかったとの感想も聞かれた。今後も、教科・単

元（題材）の学習内容の特性に対して、どのような体験をどの段階で実施したか、

授業時数や学習内容の精選などがどのように関係したか等、指導者それぞれの技

術や経験を共有し、見通しをもって指導を計画できるようにしていきたい。 

イ 「評価基準」 

研究授業の際、参観者によって評価が分かれたケースから、評価基準の記述の

仕方について話題になった。現在行っている「評価基準」の設定の目的を再確認

し、私たちがイメージとしてもっている従来の評価の記述との差異や、求められ

る適切な書き表し方について提言していく必要がある。 
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高等部普通科１～３学年 保健体育科（体育）学習指導案 

 

 日 時 令和４年１２月１日（木曜日）３校時  

場 所 大体育館 

指導者 Ｔ１：今井理    Ｔ２：泉良昌 

    Ｔ３：秋本久美子 

１ 題材名 

  マット運動 

 

２ 題材の目標 

（１）回転系や巧技系の基本的な技を安定して行うとともに、それらを繰り返したり組み合わせ

たりする。 

（２）より美しく技を行うためにＩＣＴ機器を活用し、仲間と話し合う活動を通して考えたこと

を他者へ伝えたり自己の課題や解決方法を考えたりする。 

（３）一人一人の違いに応じた課題や挑戦を大切にして、仲間と助け合いながら運動に進んで取

り組む。 

  

３ 題材の評価規準 

知識・技能 自分の力に合った基本的な回転系や巧技系の技を安定して繰り

返したり、組み合わせたりしている。 

思考・判断・表現 自分が取り組む技のポイントを知り、技ができるようにするた

めの運動の仕方を工夫している。 

主体的に学習に取り組む態度 技を高めたり組み合わせたりする楽しさや喜びを感じることが

できるよう、仲間と進んで運動に取り組もうとしている。 

 

４ 生徒と題材 

（１）生徒の実態 

ア 眼疾患名及び視力、視野等に関わる見え方の特徴 

氏名 学年 性別 遠距離視力 近距離視力 最大視認力 備 考 

A １ 男 ０．０７ ０．０８ ０．５／４ｃｍ 羞明、眼球震盪、斜視 

B ２ 男 ０ ０  光覚なし 

C ２ 女 ０．０８ ０．０８ ０．５／４ｃｍ 眼球震盪 

D ３ 男 ０．２ ０．３ ０．５／１８ｃｍ 眼球震盪、斜視 

E ３ 女 ０．０１ ０．０３ ０．２／１５ｃｍ 羞明、眼球震盪 

F ３ 女 ０．０６ ０．０８ １．０／５ｃｍ 眼球震盪、斜視 

イ 主な学習状況 

  本学習グループは、高等部普通科１～３年生の生徒６名からなる。Ａ・Ｃ・Ｅは本校中

学部でシンクロマットの経験があり、Ｂ・Ｄ・Ｆは高等部に入学後、昨年度初めて取り組

んだ。Ｂ・Ｃ・Ｄは、小学校でマット運動の経験が豊富なため、回転系の技の名称から動

きをイメージできる技が多い。Ａ・Ｅは中学部の学習で前転や後転を習得しており、高等

部ではそれを応用しながら基本的な技の数を増やすように取り組んでいる。Ｆは小・中学

校でマット運動の経験が乏しく、高等部に入学してから前転等の最も基本的な技から練習

を始めている。巧技系の技では、全員が片足正面水平立ちを練習してボディイメージをつ
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かめるようになった。Ａ・Ｃ・Ｄは倒立の練習まで行っている。 

  シンクロマットについては、昨年度はＢ～Ｆの５名で実施した。教師とともにＣ・Ｄが

中心的な役割を担い、曲調やリズムに合わせた立ち位置や動き出しのポイント等について

話し合いを進め、各自が習得した技を組み合わせて演技構成をした。その際それぞれ自己

に適した技を取り入れて全員で発表をしたことで達成感を得ている。 

（２）題材観 

  本題材は、高等学校学習指導要領の器械運動の中の一つである。マット運動は非日常的

で巧緻的な運動であり、繰り返し練習をしていく中で、個人差はあるがボディイメージに

影響のある視覚障害を有する生徒にとって、自分の体をイメージ通りにコントロールする

能力やそれに必要な筋力や調整力等の能力が高まることが期待できる。そしてマット運動

の特徴として、「できる」ようになる充実感や、「より美しく」といった技の完成度を追

求する楽しさを味わえる点がある。そして、学習の活動にシンクロマットを取り入れ発表

会を設定することで、集団が一つの共通した課題に向かって協力的に練習し達成する集団

的達成の喜びにつながる。また、仲間と同時に演技する場面では、姿勢や技のスピード等

を比較しやすいため、自己や仲間の課題を発見し、合理的な解決に向けて運動の取り組み

方を工夫したり、自己の考えたことを他者に伝えたりするような主体的に学習に取り組む

姿が期待できると考え、この題材を設定した。 

（３）学習指導における留意点 

  ア 技や演技の反復練習【核になる体験】 

    自己に適した基本的な技を習得するための反復練習の時間を十分に保障する。また、練

習方法について自分で調べて取り組めるように、ＩＣＴ機器を活用してインターネット等

で自由に調べる時間を設定する。映像での確認が難しい生徒には、ボディイメージがもて

るよう教師が体を支えたり具体的な言葉で動きについて伝えたりする。 

  イ 技や演技構成に関する話し合いの場面の設定【核になる体験】 

    仲間と技のこつを伝え合いながら自らの技能の向上につなげるように、話合いの場面を

適宜設ける。また、意欲が高まるように、改善点だけでなくよかった点（成果）について

話題にするよう働きかける。さらにＩＣＴ機器を活用して動画の撮影や再生を行い、体の

動きや演技構成について映像を元にフィードバックしながら話し合えるよう、教師が課題

や動きのポイントについての気付きを促すようにする。 

  ウ 安全に活動するための環境づくり 

    生徒が危険予測をしながら回避行動をとれるように、マットの配置を工夫したり、マッ

トの位置をすぐに整えたりして見え方に応じた分かりやすい環境づくりを心掛ける。 

 

５ 指導計画 

  総時数 １８時間 

小単元名 主な評価規準 【評価方法】 時数 

ア 回転系・巧技系

の技 

知 自己に適した基本的な回転系や巧技系の技を習得してい

る。 

  【発言、動き】 

６ 

イ シンクロマット 思 態 運動の仕方を工夫し、仲間と進んで運動に取り組ん

でいる。【発言、動き】 

１２ 

本時 

13/18 
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６ 本時の指導 

（１）本時の目標 

  成果や改善すべきポイントについて伝え合い、シンクロマットの完成に向けて練習をする。 

 

（２）評価 

  ア 本時の評価基準（具体的な幼児児童生徒の姿と目標を実現するための手立て） 

観
点 

十分満足できる（Ａ） おおむね満足できる（Ｂ） 

思
考
・
判
断
・
表
現 

 技や演技などの成果や改善についてのポ

イントを発見し、自己の考えを仲間へ伝え

たり仲間の意見を聞いたりしながら、練習

内容を選択して取り組んでいる。 

 教師の問いかけにより、技や演技などの

成果や改善についてのポイントに気付き、

自己の考えを仲間へ伝えたり仲間の意見を

受け入れたりしながら練習に取り組んでい

る。 

  イ  評価方法【活動４：発言、動き】 

 

（３）個別の目標    

Ａ 技や演技について自己の考えを仲間に伝え、ポイントを絞って練習する。 

Ｂ 自分から仲間や教師に積極的に意見を聞き、改善に向けて練習する。 

Ｃ 演技構成についての話し合いの中心となり、練習内容を選択して取り組む。 

Ｄ 技や演技などの改善についてのポイントを仲間に伝え、助け合いながら練習する。 

Ｅ 話し合いから自己の改善のポイントに気付き練習する。 

Ｆ 仲間の意見を受け入れて、改善に向けて練習する。 

 

（４）展開  

ア時間  学習活動 イ 教師の働きかけと留意点 ウ 準備物 

１５分 １ 前時の成果や改

善点について話し

合う 

 

 

 

 

 

 

 

２ 準備体操をする 

（ア）全員で演技の達成度や改善点について確認す

るように、電子黒板で映像を流す。 

（イ）Ｂが映像のイメージをつかめるように、Ｔ２

が演技中の技や動きについて解説をする。 

（ウ）自話し合いのきっかけがつかめるように、Ｔ

１が映像を見て気付いた点について伝えながら、

生徒の発言を引き出すような言葉掛けをする。 

（エ）体ほぐし運動として、立位でのストレッチと

マット上で行うゆりかごや背支持倒立等を行うこ

とを伝える。 

（オ）各自が挑戦する技につながる動作のポイント

について、担当する生徒（Ｔ１：ＣＤＥ Ｔ２：

ＡＢ Ｔ３：Ｆ）へ個別に伝える。 

ｉＰａｄ 

電子黒板 

 

 

 

 

 

 

 

 

マット 

成果や改善すべきポイントについて伝え合い、

シンクロマットの完成を目指そう 
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3０分 ３ 個別練習をする 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 全体練習をする 

（カ）演技をイメージしながら活動するように、シ

ンクロマットで使用する曲を流す。 

（キ）Ｔ１～Ｔ３は、担当する生徒から課題と改善

の方法について聞き取り、練習方法のヒントや助

言を加えながら練習を進める。【核になる体験】 

（ク）技の動きを確認するように、適宜ｉＰａｄで

撮影し、提示する。 

（ケ）自生徒のイメージと実際の動きが一致するよ

うに改善された動作について伝える。 

（コ）前回までの演技を思い出すように、最初はＴ

１のカウントに合わせて実際に動きながら演技や

動作を確認する。 

（サ）演技中にマットがずれた場合を想定して、Ｔ

１、Ｔ２が常にすぐに直せる位置へ移動し安全確

保をする。 

（シ）演技や動作を確認できるように、Ｔ３がｉＰ

ａｄで撮影するとともに、自分たちの演技の改善

点が分かるよう撮影した動画を電子黒板で再生し

て見る時間を設ける。【核になる体験】 

（ス）必要に応じてＴ１～Ｔ３が演技の解説や演技

を見ての感想を生徒に伝える。 

（セ）演技が改善し完成に近付くように、撮影と動

画再生を繰り返し行う。【核になる体験】 

スピーカ

ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｉＰａｄ 

電子黒板 

 

 ５分 ５ 本時の振り返り

をする 

（ソ）次時への期待感が高まるように、Ｔ１がシン

クロマットの完成に向けて改善された部分や成果

について生徒に聞き取り、発表する場を設ける。 

 

 

（５）評価 

  ア 生徒 … 評価基準を基に評価する。 

  イ 教師 

（ア）成果や改善すべきポイントについて伝え合い、シンクロマットの完成に向けて練習を

するための手立ては適切であったか。 
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Ⅲ 理療科グループの研究 

 研究主題：資質・能力の育成を目指した視覚障害教育の充実 

～「核になる体験」を重視した授業づくりを通して～ 

 

１ 理療科グループの生徒の実態  

理療科に在籍する生徒は、30 歳代から 60 歳代の計８名である。内訳は、高等部

保健理療科の第２学年が１名（弱視）、専攻科保健理療科の第１学年が１名（弱視）と

第２学年が１名（弱視）、専攻科理療科の第１学年が１名（弱視）と第２学年が１名（全

盲）および第３学年が３名（弱視）である。 

指導実践の対象生徒は、高等部保健理療科第２学年の１名と高等部専攻科理療科第

３学年の３名の計４名で、見え方や学習手段も様々であるが、卒業後はあん摩マッサ

ージ指圧師、はり師、きゅう師として就労することを希望している。 

理療に求められる資質・能力の中でも、臨床能力（施術する知識と技術、患者との

コミュニケーション力など）が特に重要である。視覚障害等による見え方の困難さを

補いながら日々の学習の中で得た知識を積み重ね、どのように臨床の場面につなげて

いくかが求められている。知識を臨床に生かす機会となるよう積極的に臨床の場面を

設定して、臨床につながる体験や経験を増やすことが必要である。 

そこで、本研究グループでは、知識を臨床に生かすための「核になる体験」を重視

した授業づくりに取り組んだ。 

 

２ 研究仮説 

  理療科生徒への授業の場面において、単元または題材における育成したい資質・能

力を明確化し、重視したい「核になる体験」を単元の基盤として選定し、授業実践に

取り組み、評価・改善していくことで、生徒の資質・能力の育成を図ることができる

であろう。  

 

３ 研究方法 

（１）単元における資質・能力の検討、明確化と単元づくり 

（２）単元を通して重視したい「核になる体験」の設定とそれを支えるための「環境」

「言葉」の手立てを取り入れた授業づくり 

（３）単元の３観点に基づく授業の評価と改善 

 

４ 授業実践１ 

（１）対象生徒と教科等及び単元名 

高等部専攻科理療科第３学年 理療概論「施術所の名称及び広告制限」 

（２）単元における資質・能力の検討、明確化と単元づくり 

学習指導要領に基づき、対象生徒の見え方や実態把握、将来像（進路等）と単元

の特性を踏まえて設定した。 
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（３）単元を通して重視したい「核になる体験」の設定とそれを支えるための「環境」

「言葉」の手立てを取り入れた授業づくり 

重視する核になる

体験 

対象生徒の実態把握や将来像の共通理解を図った上で「核

になる体験」について教師間で意見を出し合った。本単元に

おいては、将来開業することを想定して、患者を呼び込むた

めの経営戦略と、それに対する法規定の正しい理解が求めら

れる。そこで学習した知識を生かして、自分で作成した広告

の妥当性を判断しながら、広告内容について考えるよう生徒

同士で意見交換する場面を設定した。 

効果的な方法 学習した知識を生かして広告の妥当性等を確認しながら、

どんな広告を作成したらよいか自分で考える場面を設定し

た。また、それを元に生徒同士で意見交換することで、他者

の意見に触れる活動を通して、内容を深めるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 核になる体験の成果・効果 

本単元で学習した知識を活用するために「広告の作成」と「広告の妥当性の判

断」という活動を設定したことで、生徒が覚えたことの再確認や知識の出力を促

した。また、「制限が無い場合」の広告について考える活動を設定したことが、「広

告制限」を再度意識付ける手立てになった。こうした、意見交換による知識の入

出力の繰り返しが広告制限について理解を深めることにつながったという意見が

挙がった。 

また、ワークシートを軸に意見交換を進めたことで、意見交換の趣旨の共有と

焦点化ができた。これにより、生徒による知識の整理や教師による生徒の理解度

の把握につなげることができた。 

イ 核になる体験の課題・改善点 

様々な広告を見聞きする機会として各生徒の作った広告を見合う活動を行った。

広告については生徒に事前に配付し、目を通しておく機会を設定することで、知

識を整理することができた。また、適切な広告と適切でない広告を提示して比較

することで、さらに理解を深めることになるのではないかという意見が挙がった。 

法規定を正しく理解するための意見交換においては、教師主導で進めたが、進

行役を生徒にすることで、より主体的な活動になったと考えられる。また事前

に、他者の広告を評価する際の確認事項や、意見交換のルールについて伝えてい

写真１ 広告の妥当性の確認 
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たことは良かったが、その際の教室の環境や机の配置の工夫をすることでより話

し合い授業になったのではないかという意見が挙げられた。 

（４）単元の３観点に基づく授業の評価と改善 

  ア 評価基準の妥当性 

３名の生徒は A または B 評価となり概ね妥当であったと考える。しかし B 評

価であった生徒に対してはそれで良しとせず、評価を振り返りどんな手立てがあ

ればＡ評価になったのかということについてさらに検討する必要がある。 

  イ 評価基準の課題・改善案 

本時の評価基準では「発表すること」と「意見交換すること」を評価の条件と

したが、実際の授業では意見交換することに比重が大きくなり、評価の視点がず

れてしまった。授業の学習活動の見通しをしっかりともち、どの方法で評価する

のかを授業者がしっかり見定める必要がある。 

 

５ 授業実践２ 

（１）対象生徒と教科等及び単元名 

高等部保健理療科第２学年 解剖整理学「泌尿器系」 

（２）単元における資質・能力の検討、明確化と単元づくり 

学習指導要領に基づき対象生徒の見え方や実態把握、将来像（進路等）と単元の

特性を踏まえて設定した。 

（３）単元を通して重視したい「核になる体験」の設定とそれを支えるための「環境」

「言葉」の手立てを取り入れた授業づくり 

重視する核になる

体験 

対象生徒の実態把握や将来像についての共通理解を図った

上で「核になる体験」について教師間で意見を出し合った。

本単元においては施術するための基盤である人体の構造と機

能の知識を学ぶ内容であり、それを生かして、患者に対して

適切に施術できる技能の習得が求められる。そこで施術技能

の習得の基盤となる人体の構造と機能の理解において、模型

を使った活動や臓器の働きを自分の言葉で説明する場面を設

定した。 

効果的な方法 泌尿器系の模型をホワイトボードに貼り付けて、全体を確

認し、理解を図る。また、腎臓の働きについて模型を指でな

ぞりながら自分の言葉で他者に伝える場面を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 模型への貼り付け作業の場面 写真３ 指でなぞりながら説明する場面 
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ア 核になる体験の効果 

本時の学習は、単元のまとめである。生徒が腎臓の構造などをイメージしやす

いように、ラミネート模型を用いた。これにより、腎臓の全体像の把握や再確認

ができた。泌尿器系に関わる組織を、模型を使って貼り付けることで、これまで

の毎時間の学習内容が一つにつながった。 

生徒が、図や模型を用いて血液が尿になるまでの流れを指差しで示しながら説

明する活動は、生徒の知識を整理することになった。 

  イ 核になる体験の課題・改善点 

本単元で生徒が得た知識は、教科書に記載されている部分にとどまっていた

が、国家試験の出題傾向や臨床実習等を考慮すると、もっと詳しく指導した方が

良い場面があった。教科書に記載されていない内容でも、教師が内容を精選して

取り上げることで今後の学習が充実すると考える。視覚からの情報を精選した模

型等を準備し、より深い知識の習得に努める必要があった。 

（４）単元の３観点に基づく授業の評価と改善 

  ア 評価基準の妥当性 

本時の評価 A として設定した内容は「泌尿器系の構造や働きを自分の言葉で整

理して、専門用語を用いて正しく説明する。」であった。身に付けた知識を説明す

ることに留めたこの評価は臨床につなげるという視点に立った内容としては不十

分であった。 

  イ 評価基準の課題・改善案 

    観点が「知識・技能」で設定された。しかし本単元は、患者に施術するための

基盤となる人体の構造と機能について学習する内容であり、本時はまとめの学習

であった。覚えた知識を説明することを評価の基準とするのではなく、他科目と

関連性をもたせながら説明するような目標を設定し、臨床に生かせる指導展開を

検討することがより深い学びにつながったのではないか。 

 

６ 研究のまとめ  

（１）成果 

ア 思考し主体的に取り組むための「核になる体験」 

単元における「核になる体験」を設定したことで、得た知識を他者の意見と擦

り合わせながら自身の考えを再構築し理解を深めたり、整理しながら説明したり

し、思考しながら主体的に学習に取り組む姿が見られた。 

イ 評価基準の設定による手立ての共通理解 

評価基準を設定したことで手立ての妥当性や手立てと評価との整合性につい

て、教師間で検討し合えたことは大きな成果である。これにより、教師間でより

効果的な指導をするための手立ての検討と共通理解を図ることができた。 

（２）課題 

ア 「核になる体験」を支えるための手立ての検討 

  ２つの授業研究会では設定した「核になる体験」をより効果的に行うための手

立てにおいて、多くの課題点が挙げられた。生徒の見え方や実態把握、将来像、

単元の特性を教師間で適切に共通理解を図り、生徒一人一人の実態に合わせた手

立てを検討していきたい。 
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イ 「評価基準」の十分な検討 

「評価基準」を設定したことで到達点が明確になり、どのような手立てを講じ

れば良いか定まった。しかし、記載された文章の内容や臨床に生かすための「評

価基準」であったかについては、さらに十分な検討が必要であった。また、妥当

性が見られなかった場合は、評価基準の振り返りと改善を図っていきたい。 
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高等部専攻科理療科３年 理療概論 学習指導案 

 

日 時 令和４年１０月６日（木）３校時 

場 所 専攻科理療科３年教室 

指導者 望月 秀樹  

１ 単元名 

  施術所の名称及び広告制限 

 

２ 単元の目標 

（１）あはき法に規定されている施術所の名称及び広告制限について内容を理解する。 

（２）自分が開設する施術所を想定し、地域のニーズを踏まえて広告を作成する。 

（３）施術所の名称や広告内容が法規定を満たしているか考えようとする。 

 

３ 単元の評価規準 

知識・技能 法規定を満たした広告を作成している。 

思考・判断・表現 施術所を開設する地域の特性と広告表現の意図を他の生徒が理

解できるように発表している。 

主体的に学習に取り組む態度 名称制限や広告制限に関するクラスメイトの発言に対して資料

を参照するなど法規定に基づいているか確認する。 

 

４ 生徒と単元 

（１）生徒の実態 

  ア 眼疾患名及び視力、視野等に関わる見え方の特徴 

氏名 遠距離視力 近距離視力 最大視認力 備 考 

Ａ 右 0.0２（0.02） 

左 手動弁 

右 0.02（0.02） 

左 0.02（0.02） 

0.03／12㎝ 網膜色素変性症 

羞明、夜盲 

Ｂ 右 0.05 

左 0 

右 0.02 

左 0 

0.05／20㎝ 緑内障、羞明 

網膜剥離 

Ｃ 右 0.03 

左 0.04 

右 0.09 

左 0.1 

0.3／12㎝ 糖尿病性網膜症、色盲 

血管新生緑内障 

イ 主な学習状況（基礎学力、学習手段等） 

対象生徒は、高等部専攻科理療科第３学年の３名である。 

  Ａは、拡大読書器を使って学習している。明るさの感度やコントラストの知覚が弱いた

め、教室では、座席の位置や向きを工夫し、手元は電気スタンドによって照度を調節し見

やすさを確保している。基礎学力が高く、理解力がある。教師の説明を聞いて、プリント

の要点にアンダーラインを引いたり、要点をノートにまとめたりして積極的に学習してい

る。 

  Ｂは、拡大読書器を使って学習している。文字の大きさは、1辺が４㎝の大きさの文字

を読む場合、一度に認識できるのは２文字程度である。教師の説明を聞きながら、要点に

アンダーラインを引いたり、補足事項を書き込んだりしているが、プリントの文章を見落

としたり、読み飛ばししたりする様子が見られる。また、プリントは、科目ごとにファイ

ル等を用意して管理しているが、必要な時に手際よく見付け出せないことがある。 
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Cは、拡大読書器を使って学習している。自分の見え方に合わせて拡大読書器のスムー

ズな操作を行っている。文章表現に課題があるが、プリントの要点にアンダーラインを引

くなどの学習方法で、知識の定着につなげている。早とちりや勘違いをして、間違った解

釈で理解していることがあり、修正に時間を要することがある。 

（２）単元観   

   本科目は、医療及び理療の医療制度や関係法規に関する基礎的な知識について学習し、理

療師として必要な能力と態度を養うものである。特に理療師としての社会的責任、患者の権

利や守秘義務についての理解が重要であり、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師に

関する法律（以下、法）に規定されている免許、業務、施術所関係、広告制限、罰則等につ

いて学習する。この知識は、理療師の業務を行う上で根拠となるものであるため、十分に理

解しておく必要がある。 

   本単元では、名称制限や広告制限に関する知識を取り扱う。開業において、施術所の名称

や広告は、患者が自分自身で受療行動を選択するための情報源にもなり得るため重要な要素

である。そのため、「患者が不利益を被らないように」という観点で、多くの事項に制限が

設けられている。よって、法規定を理解した上で、地域の特性を踏まえ、患者の目線に立っ

て情報提供することで、患者の受療行動を促し、地域の健康への貢献につなげることができ

る。また、理療臨床では育ってきた環境や価値観の異なる同僚や患者と、スムーズに意思疎

通をするコミュニケーションスキルが求められる。会話力や文章力の要素として、考えを相

手に伝える、筋道立った説明や文章表現をする、相手に感じ良く表現する、相手の考えや感

情を理解して配慮するといった力が挙げられ、これらを広告作成のモチーフとして総合的に

身に付けることが求められる。 

卒業後の進路に対するイメージと関連させたこの単元を通して、生徒自らが、学習への興

味・関心を高め、学習した知識を活用して考え、形にすることで、これまでに身に付けた力

を更に発展させる。また、理療師が担うべき社会的責任について理解を深めながら進路につ

いて考える機会としたい。 

（３）学習指導における留意点 

  ア 生徒の見え方と体調に対する配慮 

３名の生徒それぞれの拡大読書器による読み取り状況を確認しながら、指示された箇所

を素早く探して、画面上に映すことができるように、「〇ページの上から〇〇行目を見て

ください。」など、指示語ではない具体的な言葉で表現する。また、拡大読書器を使って

資料を読み取る際に、資料が２ページにまたがったり、めくり動作が入ったりすると、内

容の確認に集中できなくなるため、表などを提示する際には、できるだけ１ページに収め

て提示する。 

Aは、コントラストを強調するために、学習には拡大読書器の白黒反転表示機能を使用

して、教科書や資料を確認している。そのため、提示する資料や活動を行う際には、色や

デザインに配慮する。また、「できない」ことに対して過度にプレッシャーがかかり、不

安感を感じてしまう傾向がある。そのため、「できない」ことに意識を向けさせないよう

に話す内容に留意する。 

Bは、自分自身の体調の変化を楽観的に捉える傾向があり、その結果、体調を崩し長期

の欠席に至ってしまった経緯もあるため、学習活動の際には、２名の生徒の健康観察を十

分に行う。 

イ 広告例の提示や意見交換する場の設定【核になる体験】 

  名称及び広告制限に関する法規定を正しく解釈する力を育み概念が適切に形成されるた
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めには、様々な広告を見聞きし、それについて興味・関心をもち、その上で法に照らした

り、意図を汲み取ったりするプロセスが重要である。しかし、視覚に障害があることで多

様な広告に触れる機会が少なくなる傾向がある。その経験を保障するために教師が作成し

た広告例を提示したり、生徒同士で意見交換したりする場を設定する。また、意見交換す

る際には、考える活動を重視し結論についてすぐに明言せずに検討を促す。否定的な意見

に対しては、肯定的な意見になるように言葉掛けする。 

Bは状況の把握ができていない場面が見られ、他者の話を聞き、必要な情報を整理する

ことを心掛ける必要があるため、生徒同士のコミュニケーションの場面を設ける。 

  ウ 本単元と他科目との関連 

本単元では、主に「法律」「制度」の観点で広告について学習するが、法規の基礎の確

実な習得のほか、「経営学」の学習内容である治療院運営や患者ニーズといった社会資源

の活用を踏まえつつ臨床実習の学習とも関連付けていく。実際の「患者」を想定し、より

魅力的な広告の作成について考えることで、卒業後のイメージの具体化につながる内容と

なるような学習活動を設定する。また、広告作成においては、地域の特性を学習資源と捉

え、地域の現状と実態を考慮して広告掲載事項に反映する活動を通して総合的な知識の習

得につながるようにする。さらに、法規定に対する理解を深めるよう広告制限についての

知識の確認、広告の作成、掲載事項の説明という流れで学習を展開する。 

 

５ 指導計画 

  総時数 ３時間 

小単元名 主な評価規準 【評価方法】 時数 

ア 施術所の名称制 

  限 

知 法規定を満たした施術所の名称を理解している。【発言】 １ 

イ 広告制限 知 法規定を満たした広告事項を理解している。【発言】 

 

１ 

 

ウ 広告の検討 思 広告の掲載事項について意見を聞き、患者の立場や法規定 

に基づいて自分の考えを伝えている。【発言】 

１ 

本時 3/3 

  

６ 本時の指導 

（１）本時の目標 

広告が法の規定を満たしているかを判断し、患者の立場で、他者の広告に対して考えを述 

べる。 

（２）評価 

  ア 本時の評価基準 

観
点 

十分満足できる（Ａ） おおむね満足できる（Ｂ） 

思
考
・
判
断
・
表
現 

・法規定を満たした上で、作成した広告に

ついて、地域の特性や患者ニーズの観点

をもって発表したり意見交換したりして

いる。 

 

・プリントを参照するなどして、広告が

法規定を満たしていることを理由を述

べながら発表したり意見交換したりし

ている。 

  イ 評価方法 【活動３、４：発言】 
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（３）個別の目標     

A 広告の妥当性を論理的に説明できる。 

B 広告を法規定を根拠にして説明できる。 

C 広告の妥当性を具体的に説明できる。 

（４）展開  

ア 時間 学習活動 イ 教師の働きかけと留意点 ウ 準備物 

５分 １ 施術所の名称と広告

に関する法規定につい

て確認し、本時の学習

内容を知る。  

（ア）前時までの学習内容を振り返るように

施術所の名称制限や広告ができる事項に

ついて確認する。 

（イ）見通しをもって取り組むように、本時

の学習内容の流れを伝える。 

 

 

 

１０分 ２ 作成した広告を、順

番に発表し合う。 

 

（ウ）生徒それぞれが作成した広告をクラス

全体で共有するように、拡大読書器での

閲覧に配慮した広告一覧表を配付する。 

（エ）広告表現について観点に沿って紹介す

るように、教師が言葉掛けする。 

（オ）自Bが発表に意識が向くように、他の

生徒の発表を聞くよう言葉掛けする。 

 （発表の観点） 

ア 開業する地域とその特性を考慮した点 

イ 患者の立場に立って工夫した点 

広告一覧

表 

１５分 ３ 広告内容について以

下の観点に沿って確認

し、該当する箇所を挙

げた上で、生徒同士で

話し合う。 

 

（カ）広告の妥当性を判断する観点を意識し

て発表を聞くように、活動の前に観点を

伝える。 

（妥当性を判断する観点） 

 ア 法規定を満たしているか 

 イ 受療行動につながる内容であるか 

（キ）自広告できる事項であるか見極めるよ

うに、評価者の指摘事項を集約して生徒

同士で意見交換するよう促す。【核にな

る体験】また、否定的な捉え方にならな

いように、「広告表現の良い点」を意識

するような言葉掛けをする。意見交換の

焦点がずれないよう適宜言葉を掛ける。 

（ク）患者ニーズを意識した広告を考えるよ

うに、「治療院を探す」際に求められる事

項について確認する。 

a 受療行動調査 

b アクセス方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受療行動

調査資料 

 

 

 

作成した広告を観点に基づいて紹介しよう！ 
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１０分 ４ 掲載してみたい内容

について、広告不可能

な理由を交えて紹介す

る。 

（ケ）広告制限について多面的な見方をする

ように、掲載事項を、広告可能と不可能

の両面から捉える場を設定する。 

 

１０分 ５ 本時の学習内容を振

り返る。 

（コ）それぞれの広告の妥当性がわかるよう

に、意見交換の際の生徒の言葉や法的根

拠などを示しながら、講評をする。 

 

（５）評価 

  ア 生徒…評価基準を基に評価する。  

  イ 教師    

（ア）名称制限、広告制限について理解を深めるための手立ては適切であったか。 
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Ⅳ 寄宿舎グループの研究 

   

 

 

１ 主題設定理由 

  寄宿舎には、中学部１名、高等部普通科４名、高等部保健理療科１名、高等部専攻

科４名の計 10 名が在籍している。年齢は、14 歳から 69 歳までと幅広く、一人一

人の見え方や疾病の状態、生活経験も大きく異なる。 

  昨年度は、中高生徒の生活指導において、生活に必要な情報を得て、既得の知識や

経験と関連付けながら、生活の中で生かそうとする力を「育成したい資質・能力」と

定義し、その学びの場を中高生活集会の場面で設定した。そして、生活場面につなが

る体験を重ね、検証と改善を繰り返してきたことにより、取組の必要性を理解し、生

活の中に取り入れて活動する姿が見られるようになった。また、異年齢生徒との関わ

りや集団生活での学びにより、日常生活の中で好ましい関わりや対話的な学びも見ら

れた。一方で個々の付けたい力の明確化、意図的に生活経験を拡充するための場面や

経験したこと、理解したことを言語化する場面の設定が課題として挙げられた。 

  対象生徒である中高生徒は、中学部 2年 1 名、高等部普通科 1年 1名、2年 1名、

3 年 2 名の計 5 名である。その内、中学部 2 年 1 名は、今年度寄宿舎に入舎し、全

盲であり、他の 4名は寄宿舎の入舎期間が３～7年で弱視である。個々の実態として、

経験したことには意欲的に取り組むことができ、人と関わることを好むが、自分の考

えをまとめ、発言することに時間を要したり、内容を十分に理解していなかったりす

る。また、経験不足や情報収集の手段が乏しく、自己流の理解や思い込みでの行動、

生活の中での優先順位を考えることが難しいことも挙げられる。そのため、自己肯定

感が低かったり、経験不足や見えにくさからイメージが曖昧のままとなっていたりす

る様子が見られる。 

そこで、今年度は、視覚障害教育の視点である「核になる体験」として、正しい情

報を取得していくことや、得た情報から自分に合った方法を選んでいくこと、その過

程で自分の考えを言葉に表していくことが必要ではないかと考えた。寄宿舎の集団や

異年齢の関わりを生かし、仲間との対話によって知識を得たり、考える視点を広げた

りし、何をすべきかを考えていく学び合いの場を設定し、効果的な手立てについて検

証、改善を積み重ねることとした。そのことにより、仲間との学び合いから課題解決

に向けて、何をすべきかを含めて自分で考え、意思決定して行動できるのではないか

と考え、本主題を設定した。 

 

２ 研究仮説 

  中高生徒の生活指導において、個々の付けたい力を明確にし、仲間との対話による

イメージづくりの学び合い「核になる体験」を設定し、「環境」「言葉」への効果的な

手立てについて、検証、改善を繰り返すことで、課題解決に向けて考え、主体的に取

り組む生徒の姿を育むことができるであろう。 

研究主題：仲間との学び合いから課題解決に向けて考え、主体的に取り組む姿を目指 

した生活指導 
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３ 研究の内容・方法 

（１）「主体的に取り組む姿」についての共通理解と付けたい力の明確化 

（２）中高生活集会を通した対話によるイメージづくりの学び合い「核になる体験」の

検討と共通理解 

（３）対話によるイメージづくりの学び合い「核になる体験」を支えるための「環境」

「言葉」への効果的な手立ての検討、評価、改善  

  ア 中高生活集会においての手立ての検討 

  イ 日々の取組での学び合いを重視した指導の検討 

ウ 中高生活集会と日々の取組での評価、改善 

  

４ 研究の実際 

（１）「主体的に取り組む姿」についての共通理解と付けたい力の明確化 

   中高生徒の実態として、異年齢生徒と積極的に対話をし、関わろうとする姿があ

り、経験した活動には意欲的であったり、興味がある活動には集中して取り組んだ

りすることが挙げられた。その反面、経験不足や見えにくさに起因するイメージの

曖昧さや理解のしにくさがあり、自己流や思い込みで行動したり、生活の中で優先

順位を考えて行動することが難しかったりすることなどが挙げられた。これらを受

けて、何をすべきかを含めて自分で考えて、意思決定して行動する「主体的に取り

組む姿」を身に付けてほしいと考え、個々の付けたい力を検討した。 

生徒 付けたい力 

Ａ 
・生活集会で学んだことを日常生活と関連付けて覚え、生活の中で取り入れ

たり、自分の考えや分かったことを言葉で表現したりする。 

Ｂ 
・仲間との対話を通して、自分のこととしてやらなければいけないという気

持ちをもち、取り組む。 

Ｃ 
・周囲の話を聞き、情報交換をしていくことで、自分の生活に必要なことと

して考えて参考にしたり、取り組んだりする。 

Ｄ 

・仲間との対話を通して、他者からの情報や経験談を参考にしたり、既得の

知識と関連付けて考えたりしながら、必要性や効果などを理解して自分に

合った方法で取り組む。 

Ｅ 
・集団での学びや仲間との取組を通して、自分に合った方法や自分に必要な

ことを考えて取り組む。 

（２）中高生活集会を通した対話によるイメージづくりの学び合い「核になる体験」の

検討と共通理解 

   個々の付けたい力の育成を図るために、視覚障害教育の視点である、「核になる

体験」について検討し、共通理解を図った。そこで、経験不足や見えにくさに起因

するイメージの曖昧さや理解のしにくさに対し、自分の課題などを客観的に振り返

って考えること、様々な人との関わりや対話を通して情報を得ること、得た情報を

基に考え、自分に合うものや方法を選び、何をすべきか考える活動を「核になる体
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験」と捉えた。その活動を中高生活集会で設定し、日常生活場面に関する概念形成

を図ることが必要であると考えた。そして、その過程で自分の考えをより明確に言

葉にしていく場面を意図的に設定することで、理解が深まったり、具体的に物事を

考えるなど視点が広がったりすることになり、対話によるイメージづくりの学び合

いになるのではないかと考えた。 

（３）対話によるイメージづくりの学び合い「核になる体験」を支えるための「環境」

「言葉」への効果的な手立ての検討、評価、改善 

  ア 中高生活集会においての手立ての検討 

対話によるイメージづくりの学び合いにおいて、どのような効果的な方法があ

るか、視覚障害教育の視点の「環境」「言葉」について検討した。何をすべきか

イメージしながら考えるために、身近なこととして考えたり、新たな気付きにつ

ながったりするように、自分の経験を伝えたり、仲間からの話を聞いたりする機

会を設定した。また、様々な情報を具体的にイメージして考えられるように触覚

や視覚で判断しやすい教材や、興味関心をもって主体的に情報を得られるような

掲示の仕方の検討をした。そして、生徒が得た情報から考えたことや行動したこ

とを言語化する場面の設定や、それらを引き出すための発問の工夫、活動のフィ

ードバックなどが必要であると確認した。 

  イ 日々の取組での学び合いを重視した指導の検討 

日常生活の場面で生徒が自分の生活を振り返って考え、集会で得た知識や考え 

を深め、気付きを促していけるように、昨年度、効果的であった個々の実態に応

じた中高生活集会での事前と事後指導を継続した。そして、日常の生活場面でも

様々な人との対話を重視した指導を検討し、ミーティングの中で成人生徒や舎監

から話を聞く機会を設定し、その中の情報を掲示したり、実際の物を展示したり

し、日常的に興味をもって考えられるようにした。また、生徒が考えて発言や行

動ができるように、生徒の今の状態や対処法について問い掛けたり、自ら取り組

むまで見守ったりした。 

ウ 中高生活集会と日々の取組での評価、改善 

中高生活集会では、生徒の変容について、集会を担当した職員による評価と複 

数の職員が動画を視聴しての評価を行った。これを通し、対話によるイメージづ 

くりの学び合いの設定や手立ての有効性を検証した。また、日々の取組について 

ワークショップを実施し、成果と課題を整理して、生徒の変容や指導の在り方を 

共有した。中高生活集会と日々の取組での指導方法の評価と生徒の変容を見取る 

ことによって指導方法の改善を図り、共通理解をしながら継続した指導に取り組 

んだ。 

 

５ 活動の実際 

（１）中高生活集会の計画、目標、内容の検討 

昨年度の中高生活集会では、生活目標の重点事項の中の「衛生」「心身の健康管  

理」について深める内容で取り組んできた。さらに具体的に考えて取り組めるよう
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に生活目標の重点事項を年度末に見直した。そして、今年度は、生活目標の重点

事項から「口内の清潔」（歯磨き）と「栄養バランス」（食事）に焦点をあて３

ヶ月を一区切りとして、様々な人との対話を通して何をすべきかイメージしながら

考えられるように、「理解する」「考える」「見直す・改善する」という流れで、年

間計画と目標、内容を見直した。 

中高生活集会 

の年間目標 

・仲間と一緒に生活について振り返ったり、話し合ったりしながら、生活に必要な

知識や技能を得たり、課題解決に向けて考えたりする。 

対象生徒 ・中学部１名、高等部普通科４名 

日時 ・毎月末１回火曜日か木曜日 １６：１０〜１６：４０ 

６、７、８月 

生活目標 

◎衛生面に気を付けよう。 

・丁寧な歯磨きを継続し、口の中を清潔に保つ。 

５、６、７月 

中高生活集会の

目標 

・歯磨きの効果や口の中の清潔を保つ方法について理解する。 

・生活を振り返って、口の中の清潔を保つために取り組んでいることを考える。 

・口の中の清潔を保つ方法を見直したり、仲間と意識し合ったりして、主体的に改

善しようとする。 

９、10、11 月 

生活目標 

◎健康の保持と病気予防に努めよう。 

・バランスの良い食事を心掛け、生活リズムを整える。 

９、10、11 月 

中高生活集会の

目標 

・生活リズムを整えるためのバランスの良い食事や規則正しい食習慣について理解

する。 

・仲間や自分の食生活に関心をもち、食生活の課題や改善策を考える。 

・バランスの良い食事や食習慣について見直したり、仲間と一緒に意識し合ったり

して、見直したことを主体的に生かそうとする。 

（２）活動実践１ 

ア 活動名  ５～７月の中高生活集会と日々の取組「口内の清潔」 

イ 活動の概要 

    ６、７、８月の生活目標の重点事項の一つである、「口内の清潔」（歯磨き）

は、身体の健全な成長と気持ちのよい生活を送るために必要な基本的生活習慣で

ある。多くの生徒に、見えにくい汚れや菌のイメージが曖昧だったり、口内の衛

生について関心が薄く、口内の健康を保つ様々な方法や効果的な磨き方の知識が

不十分だったりする実態が見られた。そこで、対象生徒にとって身近な成人生徒

などからの情報を基に口内の清潔を保つ様々な方法を知り、自分に合う方法とは

何か考えたり、生徒同士の対話で知識を深めたりしながら取り組もうとする姿を

目指すこととした。 

１回目 ５月の中高生活集会  

効果的 

な方法 

・口内の清潔を保つことについて、自分の取組を振り返ったり、仲間の話を聞いて比較して

考え、違いに気付いたりできるような発表場面の設定。 

・生徒の気付きを促し、活発な質疑応答になるような生徒の言葉を拾って関連付けた内容で

の話題の提供と口腔ケア用品などの教材の提示。 
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（ア）核になる体験の成果・効果 

ａ 事前にこれまでの取組や集会の内容を振り返って考え、発表する場を設けた

ことで、自分のことや知っていることを活発に伝え合ったり、歯磨き用品、歯科

通院歴、口腔ケアの方法などについて他者との違いに気付いて質問をしたりし、

客観的に自分を知る機会になった。 

   ｂ 菌や汚れをイメージしたり、自分の口腔内の

状態を知ったりするための教材を活用し、仲間

と触ったり、見たりしながら、対話を重ねるこ

とで、既得の知識と情報を関連付けて考えて言

葉にしたり、実演したりしながら、対処法を考

えることができた。得た情報を具体的に捉える

ことで、何をすべきかを考えることができ、集

日々の 

取組 

・中高生活集会の内容を高等部生から成人生徒へ伝える場の設定。 

・継続した指導と興味関心がもてるような口腔ケア用品などの教材の掲示。 

２回目 ６月の中高生活集会  

効果的 

な方法 

・菌や汚れを具体的にイメージできるような教材の準備。 

・教材を操作しながら対処法を考えたり、気付きや意見を伝え合ったりする活動の設定。 

・気付きを促すために見る、触る、移動するなど動きを取り入れた体験的な活動の設定。 

・気付きや意欲につながるような問い掛けや共感などの言葉掛け。 

日々の 

取組 

・「口内の清潔に関するエピソード」について、情報を得ることができるような成人生徒も

含めて発表する場面の設定と内容の掲示。 

・自分の磨き残しの状態を知り、歯磨きの仕方を考えることができるような歯の染め出し体

験の実施。 

・集会やミーティングでの話題から、他者と自分を比較したり、自分にとって必要なことと

して考えたりできるような、集会で活用した口腔ケア用品や教材の展示。 

・集会に参加した生徒から参加しなかった生徒に内容を伝えて集会の振り返りができるよう

な場の設定。 

３回目 ７月の中高生活集会  

効果的 

な方法 

・「集会で学んだこと」と「継続して取り組めそうなこと」について考えて、発表する場面

の設定。 

・情報の整理ができるようなクイズ形式での発表場面の設定。 

・気付きの促しや対話を深めることができるように、発表内容の分類毎の掲示と肯定的な評

価や共感の言葉掛け。 

・近い将来をイメージして考えることができるように身近な話題の提供と具体例を活用して

の説明と問い掛け。 

日々の 

取組 

・「口内の清潔に関するエピソード」から紹介された口腔ケア用品の効用などの情報が分か

るような教材の展示と触ったり、見たりできる場の設定。 

・生徒の変容についての情報共有と夏休みの生活に向けて意識できるような言葉掛け。  

写真１ 自分の言葉で説明する場面  
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写真２ 模型を活用し、触って、見て

考える場面の設定 

 

写真３ 集会後の歯磨きの場面 

写真５ 振り返りや日常生活での掲示

の活用 

会後の歯磨き場面で、歯磨きの時間が増えたり、コップの汚れに気付き、自ら

洗ったりするようになった。 

 

 

 

 

 

   

  

ｃ  集会や日々の取組の中から出た口腔ケア用品の種類や効用の見分け方などが

分かるようにしたり、キーワードを提示し、触れられるようにしたりして教材

の展示や掲示の仕方を工夫したことで、関心を示しながら自らそれらを見て、

触れて、日常生活の中で話題にしたり、集会で学んだことを伝え合う様子が見

られた。これらの展示品や掲示物については、成人生徒も関心を示していた。

日常生活の中で成人生徒と中高生徒が口腔ケアの方法について話題になること

により、歯磨きの仕方に変化が見られるようになった。          

 

 

 

 

 

 

 

ｄ 成人生徒や舎監から話を聞く機会を設けたり、    

近い将来について問い掛けたりすることは、新た  

な知識として得た口腔ケアの方法や用品を基にし 

て、対処法を考えるきっかけになった。また、集 

会に参加していなかった生徒へ、集会で学んだ内 

容を参加していた生徒から伝える場を設けたこと 

で、集会で得た知識を振り返りながら自分の言葉 

で伝える姿が見られた。 

 （イ）核になる体験の課題・改善点 

      ａ 生徒が発表したり、教材を触って考えたりする場面の中で自分に合う対処法

を考えることはできたが、必要なことと理解しつつも「面倒」などの言葉が聞

かれた。日常生活の中で主体的に取り組むために、自分自身で課題と捉えて考

えられるような活動や、職員からの気付きを促す働き掛けが必要である。 

ｂ 成人生徒からの話を基に情報を得たことで、考えるきっかけになったが、情

報の確実性についての確認が必要である。生徒自身が得た情報を確かめる機会

の設定が必要と考える。 

写真４ 実物の用品を活用し、触って

考える場面の設定 

写真６ 集会の内容の伝達 
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（２）活動実践２ 

ア 活動名  ９～11 月の中高生活集会と日々の取組「栄養バランス」 

イ 活動の概要 

   ９、10、11月の生活目標の重点事項の一つである「栄養バランス」（食事）

は、個々の食の好みや食習慣が異なる上、栄養バランスの知識が乏しかったり、食

への関心が薄かったりする実態が見られた。そこで、成人生徒や舎監から、経験や

日々の取組などを聞き、それを基に、食品や栄養成分表などを見たり、実物に触っ

たりしながら、互いの気付きを伝え合い、それを基に栄養バランスについて考える

経験を積み重ねることで、見えにくさによる経験や知識の不足を補う活動になると

考えた。そして、日々の生活の中で自分の健康な体や食生活に関心をもち、食事の

バランスや自分の適量などを見つめ直したり、それを将来の生活に必要なこととし

て取り組もうとしたりする姿を目指すこととした。 

１回目 ９月の中高生活集会 

効果的

な方法 

・健康（体調不良）の状態や内容の理解度、自分の健康状態の伝え方についての聞き取り

（部屋担当）と体調チェック用紙（今の自分の体調と食生活について考えよう）の項目

に沿っての聞き取りを実施（集会担当職員）。 

・自分の体調や食生活を振り返って考えたり、仲間との対話を通して自分の食生活につい

て改めて考え、課題に気付いて伝えたりする場面の設定。 

・「健康の保持」の意味の確認と夏休みの食生活の情報交換の場面の設定。 

・生徒による発言の意欲につながるような、「話合いのルール」の確認と、仲間にアドバイ

スをする場面の設定。 

日々の 

取組 

・情報を得る機会となるよう、「健康のために食生活で気を付けていること」について、成

人生徒も含めた夜のミーティングで発表する場面の設定と内容の掲示。 

・生活場面での健康、食事に関わる会話の聞き取りや言動、行動の変容の共有。 

２回目 10 月の中高生活集会 

効果的

な方法 

・「バランスの良い食事の仕方」を具体的に考えることができるように、１日の塩分や野菜の

量を予想して、実際に量ったり、食品の成分表などの表示を見たりするなどの操作的な活

動と、気付きを伝え合う場面の設定。 

・身近な食品の活用や卒業後の生活（一人暮らし）の事例の提示。 

・話しやすい雰囲気づくりや生徒の主体的な行動の見守りと共感。 

日々の 

取組 

・生活場面での食生活や内容についての変容の共有、記録の工夫と蓄積。 

・操作的な活動で活用した教材の掲示と展示。 

３回目 11 月の中高生活集会  

効果的

な方法 

・バランスの良い食事や食習慣について、自分に合う方法や、整理して伝え合う活動の設定。 

・これまでの学びによって、変容した様子が分かり共有できるような動画や画像での振り返

り場面の設定。 

・今後の生活に向けて期待感が高まるような、良いところの発見やアドバイスなどの気付き

への称賛。 
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写真９ 動画による振り返り 

日々の 

取組 

・これまで活用した掲示、展示での話題提供。 

・生徒の変容についての情報共有。 

 （ア）核になる体験の成果・効果 

ａ 健康、食生活についての理解度が生徒それぞれ異なるため、聞き取り内容や

方法を職員間で検討し、個々に応じた聞き取りを実施した。それにより、自分

の体調の把握や伝え方、自分の食の好みや食べ方の傾向などを具体的に振り返

り、伝えたい内容を整理して言葉にすることができた。また、振り返って考え

たときに、食の傾向について、自分の課題については受け入れることができな

い様子が見られたが、仲間からの気付きの言葉やアドバイスによって、「夜遅

くの間食は控えよう」「カップ麺のスープは残そう」など課題を受け入れる様

子が見られた。 

ｂ 成人生徒や舎監からの情報を基に一日の塩分や野菜の摂取量を予想して量っ

たり、身近な食品（おにぎり、スナック菓子、カップ麺等）の成分表を見たり

することで、話し言葉としての情報では曖昧であったものが、正確な情報を得

ることができた。それにより、成分表を見ながら１日に必要な栄養素や１食分

の献立のバランスを考えることができた。また、成分表を見る際にルーペを使

ったり、日常生活の中で食品のパッケージの成分表を自分から見たりと、進ん

で情報を得ようとするようになった。 

これらの活動を設定する際は、家庭科の教諭に授業内容を確認した。集会の

内容を検討する上で、学習内容を把握することは、内容の精選や学びの定着度

の把握において重要であると考える。 

 

 

 

ｃ  事例の提示や、画像、動画での振り返りで、              

新たに取り組んだことや改善したことなどの理

由を考え、それを言葉にする時間を繰り返し設

定したことで、考えを整理し、生徒は自信をも

って発言するようになった。また、自信が高ま

ることで、日常生活の中で食生活についての会

話が増えたり、寄宿舎での間食や週末の家庭で 

の食事の際に、考えて行動したりする姿が見ら 

れるようになった。また、調理活動において、調味料の種類や野菜の量などを

考えて献立を考えるようになった。 

 （イ）核になる体験の課題・改善点 

ａ 生徒が互いに取組を伝え合う場面では、最初は興味がなく、消極的な態度が

見られた。反面、操作や体験などの動きのある活動には、意欲的に参加し、考

えを深める様子が見られた。興味関心に基づいた活動の設定、考えを巡らせる

写真７ １日の塩分量を量って、栄養 

バランスを考える場面の設定 

写真８ ルーペを活用して成分表を確認

する場面 
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ための問い掛けなどの工夫が必要であると考える。 

ｂ 限られた時間の中で、個々の実態に応じてつぶやきを拾ったり、補足説明を

したりと職員の役割分担を明確にして取り組んだが、生徒にとって時間的な負

担感を与えることもあった。効果のあった事前、事後の活動の充実を図るとと

もに、成人生徒との関わりを生かした活動を設定するなど、継続して学び合う

環境の工夫に取り組んでいきたい。 

 

６ 研究のまとめ  

（１）成果  

  ア 主体的に取り組む姿と「核になる体験」の共通理解とイメージづくりにつなが

る対話による学び合いの設定 

    主体的に取り組む姿と「核になる体験」について共通理解を図り、個々の付け

たい力を明確にすることで、指導内容や発展的な活動内容について協議を積み重

ねた。効果的な指導方法を共有し、イメージづくりにつながる対話による学び合

いを設定できたことは、集団での学び合いが、経験や知識の不足を補い、自分自

身を知る機会に結び付いた。その結果、生活の中で話題にしたり、何をすべきか

自分で考えて行動したりと主体的に取り組む姿が見られるようになった。 

  イ 効果的な「環境」「言葉」の改善と指導の継続 

    視覚障害教育の視点を踏まえて、中高生活集会や日々の取組の自己評価や他者

評価を繰り返し、「環境」「言葉」の手立ての改善を図ってきた。そして、職員全

員で「個々に応じた事前、事後指導」「言葉の意味の共通理解」「イメージの

言語化」「教材の作成と活用」などについて検討を行うことで、効果的な指導方

法が共有され、それを日常の様々な場面での指導にも生かしたことで、一貫した

指導を継続することができた。 

（２）課題 

  ア 集団と個々の付けたい力の評価と見極め 

    集団での活動場面において、目標設定や評価を実施してきたが、個々の付けた

い力の評価をさらに段階的に丁寧に行う必要があった。スモールステップでの目

標の設定と、客観的な評価を行い、さらなる生徒の変容につなげていきたい。 

  イ 自ら情報を収集し、整理、活用する力の育成に向けた活動の設定 

    学び合いの場面で意図的に情報を得る機会や、イメージを言語化する場面を設

けてきたが、自ら情報を収集する力や、その情報を整理して活用する力の育成が

必要ではないかと考える。そのための「核になる体験」となる活動の設定と効果

的な指導方法について、学部と共有しながら取り組むことが必要ではないかと考

える。 
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あ と が き 

 

教頭  小玉 幸子  

 

 ２年間にわたり取り組んできた全校研究「資質・能力の育成を目指した視覚障害教育

の充実」が、最終年度を迎えました。 

 本校の研究会や授業づくりの場面でたびたび論議される「核になる体験」は、視覚障

害教育において特有の指導方法であり、本校では平成３０年度から、香川邦生先生の提

唱するこの視点を授業づくりや生活指導に取り入れてきました。視覚障害に起因する体

験の不足を補い、イメージを膨らませ予測を働かせながら、概念や見方・考え方を充実

させるという、壮大な目標を達成させるためには、教育活動を吟味する目が必要になり

ます。「核になる体験」は、言語学や心理学の「プロトタイプ」と同義とされており、

「原型」「典型」「中核」は何かを見極めなければならないことになります。 

  新学習指導要領では、授業づくりにおいて、指導と評価を一体化させて一人一人の資

質・能力の育成を図ること、授業改善の活性化の視点として「主体的・対話的で深い学

び」が位置付けられています。本校では２年間の研究を通し、３観点（知識・技能、思

考・判断・表現、主体的に学びに取り組む態度）に基づく授業の評価と改善に取り組み

ました。寄宿舎の研究では、生活集会を柱に「主体的に取り組む姿」を引き出す実践に

ついて、検討を重ねました。 

 研究紀要「あゆみ」には、それぞれの研究グループが、単元や題材、生活の事項でど

のような体験を中核に据え、意味付けをしてきたかの軌跡が記されています。「核にな

る体験」は、視覚障害のある幼児児童生徒が概念の枠組みを獲得するための学習活動で

あるとともに、教員自身がその後の授業づくりや支援に活かす「核」となり得るのでは

ないかと思います。相互の「核になる体験」が教育活動の中に意義深く存在し、これか

らも拡がりが生まれるようにと願っています。 

 「主体的・対話的で深い学び」や「アクティブ・ラーニング」は、授業づくりのキー

ワードでありながら教員自身の学びの姿勢として問いかけられることも多い言葉です。

日々の実践に照らして意見を交わし、主体的・協働的にキャリア発達を遂げようとする

職場環境が実現できたならば、どんなにか素晴らしいことでしょう。 

 今年度も北東北三県盲ネットワークの連携や東北盲学校教育研究大会での協議など

が、大変有意義な収穫となりました。今後は「アフターコロナ」の直接交流を通し、さ

らなる充実が予想されます。 

 最後になりましたが、全校授業研究会においでいただいた県教育委員会中央教育事務

所指導主事 田口牧先生、県教育庁特別支援教育課指導主事 工藤智史先生、栗田支援学

校教育専門監 石垣徹先生、北東北三県盲ネットワーク早期教育担当者研修会にオンライ

ンでご参加いただいた福井大学大学院特命准教授 荒木良子先生、本校ロービジョン支援

センターのスーパーバイザーである宮城教育大学名誉教授 猪平眞理先生、貴重な御助言

と温かい激励に厚く御礼申し上げます。 
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