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研究のまとめ

自ら学ぶ子どもが育つ
授業の探究

山梨県立わかば支援学校

～主体的・対話的で深い学びの視点で～



自ら学ぶ子どもが育つ授業の探究 ～主体的・対話的で深い学びの視点で～１．研究主題

①昨年度の校内研究を通して残った課題

・他学年や他ブロック、他学部との系統性が感じられない。
・教科別の指導と各教科等を合わせた指導の違いへの理解や各教科との関連があいまい。
・日々の授業におけるＰＤＣＡサイクルが確立されていない。

２．研究テーマ設定の理由

②本校における喫緊の課題

・評価の2期制に伴い、通信表や個別の指導計画が新しい様式になったことにより、指
導目標の設定や評価の方法についてあらためて共通理解が必要であること。

・児童生徒の実態と学習指導要領の目標及び
内容の両方を踏まえ、６年間または３年間を
見通した学習内容を考える視点の共通理解を
図る。

・単元計画の作成を通して、指導目標の立て
方、評価の仕方を明確化することで、指導と
評価の一体化を目指す。

３．研究目的

６年間または３年間を見通した指導内容を
設定し、児童生徒一人一人の指導目標（授業
での具体的な活動や手立て）や評価の仕方を
明確化することで、児童生徒が主体的・対話
的で深い学びを通して、育成を目指す資質能
力を身につけていくことができる。

４．研究仮説

５．研究方法および検証方法

これらを
踏まえ

P
① 児童生徒の実態把握を踏まえ学習指導
要領にある各教科の目標及び内容に基づい

て、学習内容を整理する。(＊１)

② 単元計画(＊２)に基づき、児童生徒
一人一人の指導目標を３つの柱に沿って
立て、それらを達成するための活動や
手立てを「主体的・対話的で深い学び

(※)」の視点で考える。

D
「主体的・対話的で

深い学び（※）」での実践

C
③ 授業後、児童生徒一人一人
の変容を評価(＊３)することで、
目標設定の評価、計画の評価、

授業の評価を行う。

A
④評価を基に、授業計画、単元
計画、年間指導計画、それぞれ
のレベルで目的、内容、方法、
時間数などについて随時見直す
ことで、仮説検証を行う。

＊１ 学習内容の整理について

カリキュラム・マネジメントの実現（根拠のある実
践）を目指し、児童生徒の実態だけでなく、新学習指導
要領の目標及び内容との両方を踏まえ、小学部は６年間、
中学部・高等部は３年間を見通した指導内容を設定する。
具体的な方法については、各学部の研究で取り上げる指
導形態の特性に基づいて工夫する。

×
＊２ 単元計画について

フィッシュボーンを活用した単元計画の
作成により、「つけたい力」をもとに活動
や単元の流れを可視化し、かかわる教師み
んなで授業をつくっていく。

＊３ 評価について

目標に準拠した評価・観点別評価
を基本とし、各学部の実態に応じて、
ポートフォリオ評
価やルーブリック
評価など、方法を
工夫し、指導と評
価の一体化を目指
す。

※「主体的・対話的で深い学び」の視点について
主体的な学び・対話的な学び・深い学びにおける「子どもの姿」と「考えられる活動や手立て」についての共通確認。

◇これら３つの学びは、1単位時間の中で実現するものではなく、単元や題材のまとまりの中で学びの過程として
一体的に実現されるものであり、内容と相互のバランスに配慮しながら設定していく。

主体的な学び 対話的な学び 深い学び

子どもの姿

・興味関心を高める
・見通しをもつ
・自分と結び付ける
・粘り強く取り組む

・多様な情報を収集する
・多様な手段で表現する
・共に課題を解決する
・共に考えを作り上げる

・課題を発見する
・解決の方法を見出す
・知識・技能を習得・活
用する
・知識を概念化する

考えられる
活動や手立て

・単元（本時）のゴールを
分かりやすく具体的に示す
・自分で目標を立てる
・写真やビデオで振り返る

など

・友達と一緒に活動したり、
友達の活動を見たりする
・行動や考えを引き出すよ
うな声かけや間を与える

など

・国語で学習した言葉遣
いを意識して手紙を書く
・手順を示さず、結果の
みを提示する

など



小学部
学習内容の整理について

評価について

昨年度の研究を引き継ぎ、生活単元学習を取り上げて学習内容の整理をおこなった。

「生活科の内容を中心とし
て取り扱うこと」(生活単元
学習指導の手引き)から、生
活科の内容チェックシート
を作成し、どの学年でどの
内容を指導してきたかを
チェック

チェックした内容を基にバ
ランスよく学習指導要領に
記されている内容を学習す
ることができるよう、年間
指導計画（授業計画）を随
時見直し

生活単元学習（各教科等を合わせた指導）
として学習内容を構成していく際には…

・学習指導要領「生活単元学習の指導計
画を作成する際の配慮点」と

・H27年東京都作成「各教科等を合わせ
た指導の充実」

の２つを参考にしながら、
単元の「まとまり」や「流れ」を意識し
テーマやストーリーのある単元づくりへ

フィッシュボーンによる単元計画の作成

チェックシートの例

見直した年間指導計画への表記の仕方の例

フィッシュボーンによる単元計画により、「計画」→「準備」→
「実践」→「振り返り」に沿って内容を整理でき、学習の流れ
や具体的な活動内容をより分かりやすく
表記できるようになった。

観点別評価に慣れるために・・・

まずは、フィッシュボーンによ
る単元計画作成の際に立てた単元
のねらいを、３つの柱（※１）に
沿った単元のねらいへと細分化さ
せる作業を繰り返し経験し、「知
識及び技能」「思考力、判断力、
表現力等」「学びに向かう力・人
間性等」の３つの視点で捉えるこ
とに慣れていく。

※１）３つの柱：新学習指導要領に示された育成すべき資質・能力の「生きて働く知識・技能」「未知の状況にも対応できる
思考力・判断力・表現力等」「学びを人生や社会に生かそうとする学びに向かう力・人間性等」

※２）評価の３観点：「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」

３つの柱に沿って立てた
単元のねらいに沿って、
評価の３観点（※２）に
より評価していくのだが…

６．各学部での取り組み

よりよい評価方法を目指して
～ポートフォリオの活用～

＜現状＞小学部では観点別学習状況の評価に馴
染みはなく、活動の観察及び記録による評価が
主。児童の様子の記録に終始してしまいがちで、
ねらいに沿った評価とは反れてしまうことが多
かった。

そこで

＜改善策＞ねらいに沿った評価を行うための手
立てとしてのポートフォリオ。学習スケジュー
ルや学習した内容、身につけたいこと、身につ
いたこと等を可視化して残していく。これらの
ことにより、児童にとっても教師にとっても、
単元の中心的なねらいから反れずに指導と評価
の一体化を図ることができるのではと考えた。



小学部低学年ブロック

１，２年生
単元名 「りんごがりに行こう」

＜評価の観点＞
[知識・技能]
・身近な食べ物に興味をもち、りんごがり
を通して経験を広げ、りんごについての
認識が深まっている。

[思考・判断・表現]
・校外での活動に見通しをもって自分な
りに取り組んだり、考えたことを自分なり
の方法で表現したりしている。

[主体的に学習に取り組む態度]
・友だちや教師と一緒に活動を楽しみ、
言葉や表情、態度に満足感を味わって
いる様子が見られる。

時間 学習活動 指導上の配慮点 備考

０：０５ ２ りんごの採り方を知ろう
（１）おいしいりんごはどっち？
・赤いりんご ・青いりんご
（２）りんごの採りかた
・りんごを持つ
・「くるくるぽん」で採る
・3個採る、ひとつずつかごに入れる

・ビデオで見たことを思い出せるような言葉かけをする。
・CTが見本を見せながら確認していく。
・「くるくるぽん」を強調する。
・少し大げさなジェスチャーで分かりやすく伝える。

・模型のりんご
・枝
・かご（仕切りあり・仕切
りなし）

０：１５ ３ りんごがりの練習をしよう
（１）りんご列車に乗って（繋がって）りんご園に移動する
（２）椅子に座って待つ
（３）模型のりんごを採る

・2年生が見本になるよう始めに行う。
・児童の実態により a仕切りありのかご b仕切りなしのか
ご のどちらかを選択する

・つながり用ベルト

＜本時の指導＞（ ２／８ 時間目 ４０分）

低学年では毎年「りんごがり」の校外学習を行ってきているが、研究の中で「なぜりんごがりなのか？」という本質的なことを改めて考える時間をもった
ことにより、単元の目標が明確になり、それに向かって時間毎の目標や学習内容も考えやすくなった。目標を達成するための手立てとして、未経験なことに
向かう子どもたちにとってキーワードとなる言葉を決め、そのキーワードと動作を結びつけることによって活動をイメージしやすくし、どの児童も見通しをもっ
て活動できるようにした。その結果、キーワードは児童に共有され、学習に向かう力になっていったと考えられる。今回は児童個々が振り返りシートで自分
の活動を思い出して表現したり、りんごを題材とした表現活動に取りくんだりする姿から、どんな学びをしたのか察することができたが、課題もあるため評
価のあり方について今後も考えていきたい。

＜まとめ＞

＜主体的・対話的で深い学び＞の視点での授業づくりの工夫
＊主体的な学び＊
・どの児童にも身近な「食べもの」を取り上げることにより、興味関心をもって学習に取り組めるようにする。
・事前学習で、視覚的な教材や模擬体験ができる教材等を使うことにより、どこで、何を、どうするのかという見通しがもてるようにし、りんごがり当日につな
げる。

＊対話的な学び＊
・言語的な発達に大きな実態差がある集団であるが、キーワードとなる言葉「くるくるぽん」を使うことで、児童同士や教師との間でも、活動をわかりやすく
共有することができるようにする。

・活動場面全体を通して、児童がお互いの活動の様子を見合う機会を作ることで、友だちの様子を見て学ぶことができるようにする。その際。言葉だけでな
く、絵カード等を使って意思表示を行うことにより、友だちの考えていることに思いを巡らせることができるようにする。

＊深い学び＊
・使用する教材を児童の実態によって使い分け、国語や算数の学習と結びつけられるようにする。
・事後学習としてりんごを題材とした表現活動に取り組み、体験したことをより印象深く心にとどめられるようにする。
・集団活動という機会を生かし、順番を待つ場面を意図的に設定することで、集団の中で他者を意識する機会を作る。
・振り返りシートを使ってりんごがり当日の自らの活動を振り返ることにより、自分の活動の課題を見つけられるようにする。

＜子どもの学びの姿＞
・身近な食べ物である「りんご」を題材にし、りんごがりをしたり、食べたり、歌を歌ったり、絵を描いたりすることによって様々な角度からりんごに触れる経験
をしたことで、自分の生活と結びつけて考えることができたのではないかと考える。それまでりんごを口にしなかった児童が、この学習を通してりんごが
食べられるようになった。

・事後学習は図工の学習グループ毎に行った。あるグループはりんごの木の絵にりんごの絵を貼る活動だったが、どの児童もりんごを枝に
□正しい向きで貼り付けることができた。経験したことが知識として蓄積された姿ではないか。

全 単位時間 ＜関連教科等＞
生活、国語、算数、図画工作



小学部中学年ブロック

３年生
単元名 「買い物名人になろう」

＜評価の観点＞
[知識・技能]
・買い物の流れに沿って、欲しい物を選
んで買う。

[思考・判断・表現]
・教師の支援を受け、自分で考えたり選
んだりしながら、自分なりの方法で表現
する。

[学びに向かう力・人間性等]
・買い物学習を通して、人やものへの興
味関心の幅を広げながら、友だちや教
師と一緒に活動する楽しさを知る。

時間 学習活動 指導上の配慮点 備考

＜本時の指導＞（ ４／７ 時間目 ４５分）

＜まとめ＞

＜主体的・対話的で深い学び＞の視点での授業づくりの工夫
＊主体的な学び＊
・買い物におけるポイントを場面毎にわけ、１時間の授業で１つの課題が達成できるようにする。また、各児童が興味のあるものや実物を
使ってやりとりを行うと共に、一人ひとりの活動時間を確保して児童がじっくり活動に向き合えるようにして、児童の意欲を高め発信を引き
出す。
＊対話的な学び＊
・毎回登場する買い物名人との対話、自己内での自己決定、他児童の活動を見ながら学ぶ、店員に扮した教師とのやりとり等、単元の中
で人やものとのかかわり、受容と発信、自己対話と多角的に学びを設定する。
＊深い学び＊
・めあてをイラスト化したシートを学びの伝達、ふりかえり時に使用し、ねらいの明確化を図ると共に、児童がいつでも、何を学ぶのか確認
できる環境をつくる。また、自己選択、自己決定等自分との対話を通して、考える力や表現する力を高め、意志の表出手段や方法を増や
す。

＜子どもの学びの姿＞
・環境を整理し、各時間の課題は統一したものを設定した。個々の実態に合わせてねらいを設定して取り組むことにより、各児童が落ち着
いて学習に向かい、課題を意識しながら取り組んだり、友だちの様子を見ながら学んだり、感想（評価）を伝え合ったりする様子がみられ
た。
・あるものの中から欲しいと思うものを探し選ぶ、自分の欲しいものが友達に買われてしまい手に入らない等の状況の中から、自己内で
折り合いをつけながら決定することができた児童が多くみられた。

〈関連教科等〉

生活、国語、算数、自立活動、道徳

10:55 ３．動画を見て、買い物のやり方ややりとり、 本時の
ポイントを知る
・買い物をしよう～「ありがとう」と伝えよう～

４．買い物をごっこをする

５．ふりかえり ・シートに○×を貼る

11:00

・児童の興味関心を引く動画を見せることで、
買い物への意欲を高める。（主）

・動画を見た後、シートを用いて、再度ポイン
トを確認する。

・興味のある商品を準備する。（主）
・買い物をしていない児童にも、他の児童に
注目させる言葉がけをしたり、環境を整えた
りする。（対）

パソコン
スピーカー
シート

シート・財布・
レジ・商品・お金

シート・○×シール

学習指導要領の生活科等の既習内容をふり返り、現在の学年集団の実態と必要な学習内容を確認したことは、学習内容やねらいを設定する際に有効
で、単元づくりの幅を広げることができた。授業づくりでは、児童の実態やねらい、単元全体のねらいや学習内容の方向性等を共通確認し、PDCAサイク
ルを基に進めることで、授業展開の改善が図られ、児童にとってわかりやすく、主体的に学び合える授業をつくることができた。フィッシュボーンについては、
教師全員で意見を出し合いながらねらいや内容を検討でき、統一したねらいをもって授業を進めることができた。評価は、ポートフォリオの活用を検討した
が、児童の実態からブロックの児童には課題が多いという意見が出された。しかし、評価自体は大切なことであるため、各授業の中で自己や他者の評価
を入れるようにした。今年度の研究では、ポートフォリオやフィッシュボーンを教師側の考えるためのツールとして活用したが、一つに絞らず、児童の実態や
教師の活用のし易さに任せても良いと思われる。単元や授業を作るために、教師全員が意見を出し合うことや、授業をつくる際に何が大切なのかを再確
認することができよかった。



小学部高学年ブロック

６年生
単元名 「◯◯小の友達と公園へ行こう」

＜本時の指導＞（ １／１０ 時間目 ４５分）

＜まとめ＞
・授業担当教師が意見を出し合い、学習内容を精選しながら単元計画を作成することで、ねらいや手立て等についても、教師間で共通確認しな
がら授業を展開していくことができた。
・手紙やゲームなど、子どもたちが今までに経験したことをもとに指導内容を選定し、子どもたちにとって今までとは違う学習場面でも取り組むこ
とで、学習が定着していった。
・ポートフォリオ評価の考え方をもとに、学習したことを掲示物にしたり、小グループでまとめたり、単元ごとにファイルを使用したりする等、丁寧に
視覚的にまとめながら子どもたちと対話していくことで、指導のねらいに沿って子どもたちがどのように理解したのかを見取ることができた。
・学習したことを視覚的に示すことで、子どもたちは今何をやっているのかが分かるようになり、「考える」経験を増やすことができた。手がかりをも
とに自分たちで考えて答えを出すことで、学習の深まりにつながった。

＜主体的・対話的で深い学び＞の視点での授業づくりの工夫
＊主体的な学び＊
・◯◯小の友達と手紙のやりとりをすることで、期待感や意欲をもって取り組む。
＊対話的な学び＊
・班の友達との手紙を通して、相手の考えを知ったり、自分の考えを伝えたりする。
＊深い学び＊
・手紙のやりとりや当日の班活動によって、お互いの思いを共有する。
＜子どもの学びの姿＞
・手紙のやりとりを繰り返すことで、交流する相手が分かり、相手のことを意識しながら活動することができた。
・相手の意見をふまえて活動を計画することは初めてだったが、自分達の経験を基にしながら考えていったことで、意見を出し、一緒に計画するこ
とができた。
・手紙に書く内容を、自分達で考えることは難しかったが、見本を参考にしながら、相手に読めるように丁寧に書こうとすることができた。
・手紙の内容を掲示物でまとめていったことで、やることを理解したり、次の活動への見通しをもったりすることができるようになった。
・○○小から届いた振り返りの手紙の内容を、班ごとにまとめたことで、やったことを振り返り、お互いの思いを共有することができた。

時間 学習活動 指導上の配慮点 備考

１ ◯◯小から手紙が届いたよ。
２ みんなで読んでみよう。

・ＳＴが郵便屋さん役になって手紙を教室に届けることで期待感を
高める。
・ＣＴは、「いつ、どこで、何を」を意識しながら、内容のカードをホワ
イトボードに貼っていく。
・「◯◯小の友達の考え」と「◯◯小の友達が教えてほしいこと」に
分けて掲示する。

・郵便屋さんセット
・内容のカード

３ できることとできないことを確認する。
４ 他にやりたいことを考えよう。
・自由に考えて発言する。
・イラストから選ぶ。
・やりたいことに自分の写真を貼る。

・ＣＴは「できるもの」と「できないもの」に◯☓を示していく。

・自由に「やりたいこと」を発言させる。
・経験のある遊びや活動のイラストを使って、「やりたいこと」を引き
出す。
・自分の「やりたいこと」に顔写真を貼る活動を取り入れる。

・やりたいことの
イラスト
・児童の顔写真

５ 次回は返事の手紙を書こう。

９月１０日に、△△公園で一緒に遊ぼう。
ゲームやダンス、キャンプファイヤーや、バーベ
キューをしよう。一緒にお弁当を食べよう。
他にやりたいことはありますか。

＜関連教科等＞
国語、生活、特別活動

＜評価の観点＞

[知識・技能]
・◯◯小の友達と一緒に活動することが
分かり、交流会の活動を考えたり、手紙
を書いたりすることができたか。

[思考・判断・表現]
・自分達のやりたいことと、○○小の友
達の意見を基に、楽しい活動になるよう
考えて意見を出すとともに、相手に伝わ
るように工夫して手紙を書くことができ
たか。

[主体的に学習に取り組む態度]
・交流会の計画や準備に進んで取り組
むとともに、当日の活動に意欲的に参
加できたか。

全 １０単位時間

手紙の
やりとりを
通して

◯◯小の友達と
相談し、楽しい

交流会を
作り上
げる

【単元のねらい】 交流会当日（9/10）

公園でゲーム

お弁当

キャンプファイヤー

交流会の計画・相談

交流会の振り返り 交流会準備

手紙のやりとり（2回）
（7/8､ 7/9､ 9/2）

練習（歌、盆踊り、
ゲームの確認）（9/9）

係決め（9/3）

大型はがき（班ごと）
（9/12）

返事が来たよ（班ごと）
（10/8）

【３つの柱に沿った単元のねらい】
知識及び技能
思考力・判断力・表現力等
学びに向かう力・人間性等

単元名：◯◯小の友達と公園へ行こう

〇〇小の友達と一緒に活動することが分かり、交流会の計画をする。
〇〇小の友達の意見をふまえて、やりたい活動を考えたり、手紙で伝えたりする。
楽しい交流会にするために、自分から進んで準備や活動をするとともに、
お互いのよさを生かして協働する態度を養う。

【おにごっこを楽しんだ】

【友達からの手紙を班ごとにまとめた】

13:15

13:20

13:30

14:00



中学部 学習内容の整理について

評価について

これまでの学習内容と、
指導要領における各教
科の内容一覧表を照ら
し合わせて整理

単元設定の理由を
明らかにしよう

生徒の実態から、
単元の中でつけた
い力や生徒の課題
を検討し、活動内
容を整理

○生単の学習内容を
どのように設定して
いるか整理。

○生単・マイチャレン
ジ・行事と関連づける。

単元において、生徒が
目標を達成できたかを
評価をしよう

① 単元目標（育成を目指す資質・能力）
に応じて、生徒の変容を評価する。

③ 授業改善のための視点

生徒が目標を達成するため、教師がどのような授業をし
ていたのか評価する。
○主体的・対話的で深い学びができるような場面や支援
がなされていたか。
○次単元につなげるための評価

項目は、山梨スタ
ンダードにもつな
がっている。

② 授業目標（授業においてグループで目指すこと）
どのような場面で、どのような行動をすれば達成したかを評価する。（中３）

マイチャレンジで取り組んだことが、宿泊学習や林間学校、修学旅行に繋
がり、深い学びに繋げていくことが大事である。

３つのバランス（生徒の実態、教師の思い、指導要領
の内容）を考えて計画をする。学んだことを次に
どう繋げていくのかを意識して、
今後について考える。

指導要領に示され
ている学習内容を、
バランスよく取り
入れるようにする。

生単 生単 生単
学部行事 全校行事 １G ２G １G ２G １G ２G

新入生歓迎会 １学期始業式 行事について知ろう 行事について知ろう 新入生歓迎会
入学式 校内・校外探検をしよう 自分を知ろう 山梨について（近県含む）

友だちを知ろう
交通安全教室 なかよし会総会 「交通安全」について知ろう 植物の生長 野菜の栽培 「交通安全」について知ろう 山梨について（近県含む）

分校の友だちと一緒に活動しよう 分校の友だちと一緒に活動しよう 分校の友だちと一緒に活動しよう

分校との合同学習 交流を楽しもう（櫛形中） 野菜の観察 校外学習（森の教室、分校） 修学旅行に行こう
林間学校（２年） 林間学校

交流を楽しもう（御勅使中）

御勅使中との交流（２年） １学期終業式 自分の頑張ったことを振り返ろう 調理をしよう 買い物学習 自分の頑張ったことを振り返ろう 修学旅行に行こう
櫛形中との交流（１年） 夏季休業 行事について振り返ろう 野菜の調理 行事について振り返ろう 自分の頑張ったことを振り返ろう

学年お楽しみ会 学年お楽しみ会 行事について振り返ろう

２学期始業式
修学旅行（３年） 学校に泊まろう 人の体、動物の体 校外学習（買い物）

避難訓練 校外学習（買い物） 学校の地図 防災学習 校外学習（買い物学習）

宿泊学習（１年） 引き渡し訓練 交流を楽しもう 学部集会 福祉村まつり（買い物学習）

早川中との交流（３年） 福祉村まつり 校外学習（公共施設の見学） 福祉村まつり 学芸会で発表しよう

学部集会 学芸会で発表しよう 学芸会で発表しよう

生活単元学習

4

5

6

7

8

9

10

生活単元学習

身近な社会についてしろう
重さを知ろう④

ﾏｲﾁｬﾚﾝｼﾞ
１年 ２年 ３年

ﾏｲﾁｬﾚﾝｼﾞ ﾏｲﾁｬﾚﾝｼﾞ

天気と気温の変化⑤

世界を知ろう⑥

公共交通機関を利用しよう③（バス、電車）

世界を知ろう⑥

山梨県について知ろう②

目指せ！さわやか男子＆女子④ 汚れをきれいにしよう（洗濯、清潔）④学校の周辺を探検しよう

毎時間後に評価表
を使っての評価は
難しいが…→毎授
業後にCTとSTで、
話し合いによる振
り返りをする。

(中１）

振り返りシートを
使って、３つの柱
に沿って立てた目
標と授業改善の視
点に対しての、生
徒の様子を振り返
る。（中2）

目標に対して、内容、計画、支援・配慮・
教材・環境など、共通の視点をもって授業
を振り返ることが大切である。

他の教科の単元計
画を立てる際にも、
参考にしていく。

指導計画に授業
回数を記入する
と、次年度の参
考になる。

3年間の学習内容を
系統立てて考える



中学部１年生
単元名 「『食』について考えよう 」

時間 学習活動 指導上の配慮点 備考

１０：

＜本時の指導＞（２／１５時間目 ４５分）

・３つの視点を意識して授業づくりを行うことで、生徒の実態に迫った学習活動を設定することができた。
・３つの視点が独立したものではなく、相互に関わり合うことが、授業づくりでは重要であった。
・教師間で話し合いながら単元を計画することで、授業に大まかな見通しをもって展開することができた。
・単元を振り返る時に、ねらいが明確にされていることや題材が記されていることで、授業を改善しやすかった。

＜まとめ＞

＜主体的・対話的で深い学び＞の視点での授業づくりの工夫
＊主体的な学び＊
・身近な料理や栄養バランスについて、自ら考えられるような教材を用いる。
・ロールプレイを取り入れながら、わかりやすい場面をつくり、意欲的に取り組めるようにする。
＊対話的な学び＊
・集団の中で発言が難しい生徒が話しやすいように、小グループやペアを設定する。
・生徒に実態に応じて発問の仕方を工夫する。
＊深い学び＊
・自分たちで作成した手順表などを活かし、自分たちの力で調理活動を進められるようにする。
・複数回、調理活動を設定することで、前時の反省を活かせるようにする。

＜子どもの学びの姿＞
・学年単位の授業では発言が難しい生徒も、本グループの中では自ら発言したり、意見を出そうとする姿が見られた。
・メニューを決める、食材を考える、買い物をする、調理をするという一連の流れに取り組んだ。そうすることで、日常生活
やこれまでの経験との関連性を考えることができ、「食」に対しての関心が高まった。
・活動に見通しをもつことができ、自分の役割がわかると、小グループのリーダーとして話し合いを進めたり、調理実習では
助け合いながら取り組むことができた。

全１５単位時間

バランスのとれた食事について考え、調理する。

買い物学習を通し、調理に必要な食材を知り、購入する。

簡単なきまりやマナーを身につける。

『食』について考えよう

バランス
のよい食
事を知り、
協力して
調理する

振り返り調理計画
１日目の夕食
２日目の朝食

メニュー決め

必要な材料、分量

使う器具

協力、分担

栄養バランス

調理活動

グループ活動

協力、分担

安全に道具を扱う

配膳量

手順

計量、分量

２回の実習の
過程や当日を
振り返る

学校や家庭
での今後の
食生活

買い物

レジ体験

食材を選ぶ

お金の使い方、やりとり

お金の種類

バス利用

乗り方

お金の支払い方

ルール、マナー

10：05 ②スープの具材を考えよう！

・自分がスープに入れたい具を考える。
・グループに分かれて意見を発表しあい、
グループで具材を決める。
・決まった具材を紙に大きく書く。
・調理に必要な道具を考える。

10：20 ③具材を決めよう！
・紙をボードに貼り、意見を発表する。
・気付いたことや、考えを言う。

・活動時間を決めて、時間を意識するよう
にする。
・考えが出ない生徒は献立表を見ながら一
緒に考える。
・野菜の絵カードやイラストを見ながら、
イメージを膨らませる。

・発表者は、みんなに聞こえるように発表
するように意識させる。

プリント
絵カード
タイマー
ホワイトボード
紙

マグネット

＜関連教科等＞

家庭、数学、社会、自立活動

＜評価の観点＞
[知識・技能]
・バランスのとれた食事が分かり、
友だちと献立や材料、分量を考え調
理できたか。

[思考・判断・表現]
・買い物学習を通して、買い方や調
理の方法などを知り、実践すること
ができたか。

[主体的に学習に取り組む態度]
・周囲の状況を考えながら、安全に
活動することができたか。

【３つの柱に沿った単元のねらい】
知識及び技能 バランスのとれた食事について考え、調理する。
思考力・判断力・表現力等 買い物学習を通し、調理に必要な食材を知り、購入する。
学びに向かう力・人間性等 簡単なきまりやマナーを身につける。



おろんぴ

中学部２年生

単元名 「日本と世界の国々」

＜評価の観点＞
[知識・技能]
・自分たちが日本人であることが分
かり、日本や世界の国の名称や国旗、
文化や風習の特徴を知ろうとしたり、
違いを理解しようとしたりしている。
[思考・判断・表現]
・世界に暮らす人々の生活に着目し、
自分たちの生活と比較しながら、自
分の思いや考えを言葉で表現したり、
選んだりしようとしている。
[主体的に学習に取り組む態度]
・自分たちの生活との違いや良さに
気づくことで、人と人の違いを受け
入れ、相手を尊重しようとする気持
ちをもとうとする。

時間 学習活動 指導上の配慮点 備考

10：00

10：10

10：15

10：35

１ はじめのあいさつ
２ 本時の学習内容を知る
３ 絵本の読み聞かせ
４ 私たちが普段しているあそびにはどんなものがあ
るか 考える。
５ アメリカのあそびを知る
６ 「ダックダックグース」を楽しもう
７ 振り返りシートに記入する
８ 感想発表とまとめ
９ おわりのあいさつ

６ 絵カードを使って、視覚的に分かりやす
く説明する。日本の「ハンカチ落とし」と似
ている点、違っている点を分かりやすく伝え
る。
７ 「ダックダックグース」のあそびに馴染
めるように、セリフを全員でいうこと、手拍
子をとることで一体感を出すようにする。頭
に触るかわりに、絵札を使用する。
８ 生徒が自分の言葉で、気づきを表現でき
るよう、支援する。

・絵本
・絵カード
・絵札
・ワークシート

＜本時の指導＞（ ４／１３時間目 ４５分）

＜まとめ＞
・３つの視点を意識して授業作りを行ったことで、生徒の興味関心に沿った内容、体験的な活動、生活とのつながりを意識して
授業づくりを行うことができた。場面ごとに、教師が意識するべきことを明確化したことで、教師も見通しをもって授業を進め
ることができた。
・単元計画をCTとSTで話し合いながらつくったことで、ねらいを共通理解して授業に取り組むことができたことがよかった。生
徒の様子を観察しながら随時計画の見直しを行ったが、ねらいを意識して計画を立て直すことができた。
・単元のねらいについて、生徒の実態を考慮しながら話し合って決めることができた。適切なねらいを立て、それに向かって進
むことが、適切な評価につながっていくことを共通確認した。

＜主体的・対話的で深い学び＞の視点での授業づくりの工夫
＊主体的な学び＊
・生徒の興味関心の高い食べ物や歌などを題材に取り上げるようにする。導入に用いる題材、教材が生徒にとって魅力的なも
のだと、授業にのぞむ気持ちが高まり、主体的に学習することができる。（①②グループ）
・体験的な活動内容や学習課題を選択する機会を設定することで、主体的に活動に取り組めるようにする。（①②グループ）
＊対話的な学び＊
・生徒から出た意見を教師が分かりやすく言い換えて他の生徒に伝えることで、自分と違う意見を肯定的に受け取る雰囲気が
でき、多様な考え方を認める雰囲気づくりがされている。（①グループ）
・小集団のグループを編成することで、仲間の意見や存在に意識を向け、意見を発表しやすい環境を作る。（①②グループ）
＊深い学び＊
・伝えたい言葉を音やリズムにのせて提示することで、生徒たちに定着しやすくし、深い学びにつなげる。（②グループ）
・以前学習した内容や地理的な知識、実生活での経験と関連づけている。（①②グループ）

＜子どもの学びの姿＞
・生徒の興味関心に沿った題材を取り上げることで、生徒たちは主体的に学習に取り組むことができた。身近で覚えやすい内
容から毎時間新しい発見があり、新しい知識を身につけていく楽しさ、自分が知っている断片的な知識を広げたりつなげて
いったりする喜びを生徒達が感じている様子が見られた。
・日常生活で掲示物の写真を見て国名が言えたり、友だちの名前をハングル文字で書いてプレゼントしたりするなど、学んだ
ことが生活の中に生かされる場面が多く見られるようになった。学習したことを生徒同士で伝え合ったり、次の授業を楽しみ
にする様子も見られ、世界の国々や文化に関する発言が増え、興味関心が高まった。

全13単位時間日本と世界の国々（１・２G）

文化や風習の特徴や違いを知る。

そこに暮らす人々の生活などに着目して、自分たちの生活と比較する。

自分たちの生活との違いや良さに気づく。

世界で暮らす
人々の生活や文
化に興味関心を
もつ。

アメリカについて

韓国について

タイについて②まとめ

・地球儀に触れよう

・絵本「ぼくがラーメンを
たべているとき」の読み聞
かせ②

・おすしやさんになろう

・USAあるあるゲーム②

・アメリカのあそびを楽しもう②

・地球儀でアメリカを見つけよう

・地球儀で韓国を見つけよう

・韓国の天気予報をみ
て比べてみよう②

・チヂミを作ろう②

・コムローイ祭りについて知ろう

・ランタンとばし実験

・学習のふりかえり

・まとめブックづくり②

・１、２グループの学習
を掲示物で発表

・日本とタイの仏像の比較
・壁新聞クイズづくり①

・ハングル文字で名前を書こう① ・日本、山梨について知ろう①

・日本地図①

・北海道と沖縄に気候①

・日本一周旅行①

・ハロウィンを楽しもう①

・浴衣を着よう

・マケイ先生に手紙を書こう①

・地球儀でタイを見つけよう

＜関連する教科＞
社会、理科、外国語、家庭科、音楽

・アメリカの食べ物

日本について 世界について

・Google Earth①
（世界１周ツアー）

・のりの食べ比べ

・調べ学習①

・アイドル、韓国ドラマ

・図鑑で調べ学習①

・ラプンツェルの動画での導入

【３つの柱に沿ったねらい】
知識及び技能 文化や風習の特徴や違いを知る。
思考力・判断力・表現力等 そこに暮らす人々の生活などに着目して、自分たちの生活と比較する。
学びに向かう力・人間性等 自分たちの生活との違いや良さに気づく。



中学部３年生単元名 「 天気と気温の変化 」

＜評価の観点＞
[知識・技能]
・天気と気温の変化や太陽の動きに
ついて気付き、観察、実験などに関
する初歩的な技能を身に付けられた
か。

[思考・判断・表現]
・天気と気温の変化や太陽の動きに
ついて、差異点や共通点に気付き、
疑問をもつことができたか。

[主体的に学習に取り組む態度]
・天気と気温の変化や太陽の動きに
ついて進んで調べ、学んだことを日
常生活に生かそうとすることができ
たか。

時間 学習活動 指導上の配慮点 備考

１０：

＜本時の指導＞（３／５時間目 ７５分）

・３つの視点を意識して授業づくりを行うことで、具体的な授業改善を行いやすくなった。
・３つの視点がそれぞれ独立したものではなく、相互に関係しあっていることを意識して授業づくりを行うことができた。
・毎時間の話し合いを行うことで、生徒の変容や興味などから柔軟に学習内容を設定することができた。
・指導計画などの変更を行う際には、どのような理由で変更したのかをわかりやすく記録していくことで、より授業改善に
生かせる。（各学年の段階に応じた理想の生徒像をイメージし、学習内容を設定していけるとよい。）

＜まとめ＞

＜主体的・対話的で深い学び＞の視点での授業づくりの工夫
＊主体的な学び＊
・実感を伴った体験活動を取り入れることや興味・関心のもてるような教材を作成する。（１Ｇ：人形や模型を用いた着せか
えや家具の配置、２Ｇ：「夏の部屋」「冬の部屋」での暑さ寒さの体験）
・生徒個々に対して少し頑張れば達成できる適切な目標設定を行い、称賛することで自己肯定感を高める。（段階的な目標の
検討と生徒の行動に対して達成目標の設定、目標を達成できるような場面を共通確認すること）
＊対話的な学び＊
・多様な考え方を認める雰囲気づくりを行う。（１Ｇ：暑い季節、寒い季節だけでなく涼しい季節での衣服や家電を考えるグ
ループを設定したこと、２Ｇ：生徒のつぶやきや非言語での表出を教師が受信力を高め、集団へ返すことと教師間での生徒の
様子の共有）
・生徒同士が協働的な活動ができるように学習内容に応じたグルーピングを工夫する。（１Ｇ：話し合い活動において、どの
季節を考えるのか生徒のグループは生徒の実態と目標を考慮して教師が決定、２Ｇ：個々で体験活動をしたことに対して教師
が生徒同士を仲介し、つなぐ支援）
＊深い学び＊
・他の授業との関連をもち、各教科等を合わせた指導の特性を生かしたり、生徒が考える場面と教師が教える場面のバランス
を調整したりする。（修学旅行での衣服の調整、衣替えについて、学習したことを掲示しておくことによる振り返り）
＜子どもの学びの姿＞
・実際に体感する活動を多く取り入れたことで、課題に対して進んで取り組み自分の意見を発言する姿が多く見られた。
・自分の考えや感じたことを受け入れられることを通して、集団の中で自信をもって発表できることが多かった。
・衣服の調節や日なたと日陰の違いなどを授業で行ってから、日常生活の中で天気や気温、服装に関して気付いたことを発言
することが増え、天気や気温に対する意識が高まった。

全５単位時間

気象現象や太陽と地面の様子について気付き、観察、実験などに関する初歩的な技能を身に付ける。

気象現象や太陽と地面の様子の差異点や共通点に気づき、疑問をもつことができる。

気温や太陽と地面の様子について進んで調べ学んだことを日常生活に生かそうとすることが
できる。

天気と気温の変化

天気や気温の
変化に関心を
もち、学んだ
ことを日常生
活に生かせる

衣服の調節天気予報の読み取り

天気予報の記号

地域の気温（最高、最低）

降水確率

梅雨

気温（室温）の高低

季節

衣服の選択（調節）

日なたと日陰

影を見つける、影遊び

地面の温度

水温（プールと関連づける）

日時計、太陽の動き

地域と天気

同時刻の異なる地点の天気

高さ（方角等）

１３：２０ ○日なたと日陰の違いを知る

○夏と冬の気温の違いを体感する

１３：５０

・温度などをイメージしやすいようイラストを
使用する。
・部屋の温度を気温に見立て、感じたことを全
体で共有する。
・数字や視覚などからイメージしやすくするた
めに２種類の温度計を使用する。

・生徒たちの発言に合わせて言葉がけを行う。

・夏の部屋
・冬の部屋

・温度計（デジタ
ル、アナログ）
・校内着（４種
類）

＜関連教科等＞

理科、職業・家庭、数学

・夏の部屋と冬の部屋に入り、温度や感じたこ
とを発表する。

○気温に合わせた衣服

・温度に合わせた服装を選択する。

【３つの柱に沿った単元のねらい】
知識及び技能 気象現象や太陽と地面の様子について気付き、観察、実験などに関する初歩的な技能を身に着ける。

思考力・判断力・表現力等 気象現象や太陽と地面の様子の差異点や共通点に気づき、疑問をもつことができる。

学びに向かう力・人間性等 気温や太陽と地面の様子について進んで調べ学んだことを日常生活に生かそうとする

ことができる。



高等部

学習内容の整理について

評価について

「主体的で対話的で深い学び」を実現するための手立てを考える上で、幅広い実態の生徒に対応しやす
いと考え音楽科を取り上げた。取り上げる際に１～３年間を通して音楽科で何を学ばせたいか、どういう
力を育みたいかが曖昧になりがちであることや、表現することに苦手意識をもっている生徒への手立てが
難しいことなどが課題として挙げられた。

作成したフィッシュボーンを活用して、
授業案を作成。
共通理解をするためにCTの意図する主体
的、対話的、深い学びの視点を明記した
グループもある。

内容一覧
現行学習指導要領解説を参考に、どの内容を
指導していくのかをチェック。グループに
よっては、内容一覧をもとに検討した。

チェックした内容を基にバランスよく学習する
ことができるよう、年間指導計画（授業計画）
を随時見直し。

フィッシュボーンによる単元計画の作成。

授業案の例

エピソードシートの例

CTの意図する主体的、対話的、深い学び
の視点毎の手立てと生徒の様子や変容を
エピソードシートに授業ごとに明記する
ことでまとめる。

一単元が終わったところで、
手立て毎に生徒の様子や変容を
明記することで、有効な手立ての
蓄積ができた。

【ねらいに対する評価】（例）

授業案にねらい達成度をつける表を設け、
授業時間ごとに評価を行う。

ねらい達成度の例

【授業の評価】（例）



高等部１年生
単元名 「音楽に合わせて動こう」

＜評価の観点＞
[知識・技能]
・曲の中の簡単なフレーズを歌う。
・楽器で「タンタンタン」などの簡
単なリズム打ちをする。
・曲に合わせて、紐を引っ張るなど
身体を使って表現する。
[思考・判断・表現]
・自分の演奏したい楽器を選ぶ。
・タイミングをはかって楽器を鳴ら
す。
[主体的に学習に取り組む態度]
・曲に合わせて歌ったり、身体を揺
らしたりする。
・手を伸ばしたり、目線によって意
思表示をしたりする。
・授業の楽しさを表情や身振り手振
りで表現する。
・仲間の演奏を興味をもって聞いた
り、見たりする。

時間 学習活動 指導上の配慮点 備考（評価の観点）

13：15

13：20

13：30

13：45

13：55

１、はじまりの歌【主】、呼名【対】

２、ふれあいあそび【対】
「わごむになーれ」

３、歌唱・身体表現【主・深】
「いもほりのうた」

４、器楽【主・深】 ～ミュージックベル～
「ドレミの歌」
①曲なしで音階順に
②曲に合わせて

５、おわりの歌【主】、呼名【対】

・呼名では、一人ずつランダムに名前を呼びタンブリンを
差し出す。生徒の目線に入るようにする。

・教員のアカペラで曲を歌い、曲の速さを変える。みんな
でひとつの円をつくり顔が見えるようにする。

・「うんとしょ、どっこいしょ」に合わせて紐を引っ張れ
るようにする。
・最後に引き抜いた芋を見せて達成感を感じられるように
する。

・一音ずつ担当し、全員で１曲をつくるようにし一体感を
感じられるようにする。
・鑑賞で扱った曲を楽器で演奏し、曲の楽しみ方を多様に
する。

・「空」「山」「歌う」などの歌詞に簡単な振り付けをし
て、生徒が親しめるようにする。

・名前を呼ばれたら、
タンブリンを叩くこと
ができたか。
・仲間と手をつなぎ、
曲に合わせて動けたか。

・曲に合わせて紐引っ
張ることができたか。

・自分の音のタイミン
グでベルを叩けたか。

・歌詞を歌ったり、曲
に合わせて身体を動か
したりすることができ
たか。

＜本時の指導＞（ ４／４時間目 ４５分）

・音楽という教科の特徴から、生徒の自然な反応を大切にした授業づくりができる。
・生徒の主体性を高めるためには、楽器の登場の仕方の工夫や選択肢から選ばせるなどの手段は有効である。
・同じ曲でも、歌唱や鑑賞など扱い方を変えることで、生徒にとっての深い学びにつながる。
・ひっぱる、叩く、打つなど身近な動きを音楽と結びつけることで、生徒の主体性を引き出すことができる。
・童謡やアニメの曲には親しみがあるが、オペラやクラシックをなどに親しみがない生徒が多いため、音楽の授業では多様
な音楽とかかわる時間をつくれると良い。

＜まとめ＞

＜主体的・対話的で深い学び＞の視点での授業づくりの工夫
＊主体的な学び＊
・生徒の自然な反応を大切にする。(思わず席を立つ、手振り身振りを付ける等)
・授業の中で、楽しい雰囲気作りをする。(教員が楽しい雰囲気をつくる)
・選択肢の中から楽器を選ぶ機会をつくる。
・ものを介して（ものをひっぱる等）音楽と触れ合えるようにする。
・マイクを渡すことで歌唱の意欲を高める。
＊対話的な学び＊
・呼名や挙手、楽器の選択など意思表示の機会をつくる。
・仲間が出す音を聞く機会をつくり、他の音にも関心がもてるようにする。
＊深い学び＊
・友だちや教師が演奏したり、歌ったりするのを見たり、聞いたりする機会をつくる。
・同じ曲でも、歌唱や鑑賞など扱う分野を変え、音楽の深い理解につなげる。
・授業の中で、活動にメリハリをつけ、メインの活動のインパクトを大きくなるようにする。
＜子どもの学びの姿＞
・曲に合わせて、「タン・タン・タン」等のリズムで楽器を叩けるようになった生徒がいた。
・自分がやってみたい楽器を選んだり、興味のある楽器に近づこうとしたりする等、意欲が感じられる生徒が多かった。
・曲に合わせて歌唱したり、一部分を歌ったり、身体を揺らしたりするなどそれぞれの親しみ方で音楽に親しむことができた。



高等部２年生
単元名 「 音楽発表会をやろう！ 」

＜評価の観点＞
[知識・技能]
・友だちの演奏する楽器の音を聞き、速
さを合わせて演奏することができたか。
・タイミング良く音を出して演奏すること
ができたか。
(教師と一緒に、タイミング良く音を出し
て楽器を演奏できたか)
[思考・判断・表現]
・振りを覚えて、全身を使って身体表現
をすることができたか。
・周りの友だちとかかわりながら、明るい
表情で身体表現をすることができたか。
・(教師と一緒に周りの友だちとかかわり
ながら、明るい表情で身体表現をするこ
とができたか。)
[主体的に学習に取り組む態度]
・自分や友だちの演奏の様子に興味を
もつことができたか。

時間 学習活動 指導上の配慮点 備考

13:45

13:50

対 深 （３）発表
２グループに分かれて、お互いの演奏を聞き
合う。

主 深 （４）合奏
キーボード、トーンチャイムグループと、マリンバ、
ベルハーモニーグループに分かれ、お互いの
演奏を聞き合う。

・全員で、伴奏に合わせて演奏する。
・ＳＴは、生徒の支援に入る。
・演奏後、今日の演奏がどうだったか様
子を伝え、次の練習に向けて意欲をもた
せる。

＜本時の指導＞（６ ／ ４時間目 ４５分）

＜まとめ＞
身体表現は、生徒が自分たちで歌詞に合った振りを考えることでより主体的に取り組めるようにした。歌詞の意味を頭の中でイメージ
しながら振りを考えられる生徒も多く、意欲的に表現する姿が見られた。器楽では、お互いに聞き合う活動を多く取り入れたことで、今ま
で友達と合わせて演奏したことがなかった生徒も相手の音を意識して活動に向かうことができた。
グループの実態を考慮し、同じ活動を繰り返し行ったことで、少しずつ振りや楽器を鳴らすタイミングを意識することができてきた。

＜主体的・対話的で深い学び＞の視点での授業づくりの工夫
＊主体的な学び＊
・ド＝赤や、レ＝黄など、楽譜が読めない生徒が分かりやすいように楽譜と鍵盤に色を付けた。
・楽譜の音数を減らした。
・身体表現の曲は、 「泣く」「笑う」「あなた」「僕」「雨」などイメージしやすい言葉が多い曲にした。
＊対話的な学び＊
・全体を二グループに分け、お互いの楽器の音を意識して聴き感想を伝え合う時間を設定した。
・ダンスの振りを考える際は、どのような振りが良いか意見交換する中で、教師や友だちの意見を参考にしながら、自分の意見を出せた生
徒がいた。
＊深い学び＊
・身体表現の際、CTが前に出て、ゆっくりと振りをしながら確認する時間を設けた。
・楽器ごとに細かくグループを分けた。
・授業毎に器楽の模範演奏を聴いた。
＜子どもの学びの姿＞
・生徒が自分で楽譜を確認しながら演奏できた。
・楽譜を暗記しやすく、次にどの音を出せばよいか覚えて、取り組むことができていた。
・生徒が主体的に歌詞を意識した振りを考えることができた。
・生徒が一つ一つの動きを意識できた。
・教師と一対一で練習する時間が確保でき、深い学びにつなげられた。
・自分たちが演奏する曲のイメージを深めることができた。

全 ６単位時間



高等部３年生

＜本時の指導＞（５／８時間目 ４５分）

＜子どもの学びの姿＞
・様々な曲調の音楽を聴き、からだを揺らしたり手をたたいたりして、ビート(拍)を感じることができた。また、四分音符
や八分音符を組み合わせたリズムを、からだのいろいろな部分をたたいたり動かしたりしながら、楽しんで打つことができ
た。
・『パプリカ』『東京五輪音頭』を、映像や教師の手本を見ながら模倣し、お互いに動きを見合いながら、楽しんで踊るこ
とができた。また、音楽発表会に向けて身体表現や合奏を、期待感を持って取り組むことができた。
・繰り返して課題に取り組むことで生徒達は授業の流れがわかり、イスを移動して隊形を変化させることがスムーズにでき
るようになり、意欲的に授業に参加する姿がみられた。

＜まとめ＞
・これまでの音楽の授業は、「歌唱」「器楽」等の分野ごとに授業を構想することが多かったが、今回の研究でフィッシュ
ボーン等を用いながら、「単元」として授業を構想することに取り組むことができた。
・フィッシュボーンを用いて単元計画を立てる段階から、教師間で話し合いながら進めることで、授業（単元）の到達点に
ついて共通のイメージをもつことができた。また、指導案の中にも「主体的・対話的・深い学び」の視点を盛り込むこと
で、その活動のねらいを明確に意識して、適切な指導を行うことができたように思う。

＜主体的・対話的で深い学び＞の視点での授業づくりの工夫
＊主体的な学び＊
・映像を見ながら身体を動かすことで興味関心をもたせ、踊りの流れを理解させるようにした。楽器については、自由になら
すことから始め、リズムを意識して鳴らすようにしていった。
＊対話的な学び＊
・友だちの踊っている様子を見ながら、自分の立ち位置を考えるようにさせた。また、自分の動きと友達の動きを見合わせる
ことで、身体の動かし方を確認させた。
＊深い学び＊
・今まで学習・体験したリズムを基本に身体のどの部分を叩けば効果的か、考えさせた。友達が踊っている様子を見て、感じ
させるようにした。

＜評価の観点＞
[知識・技能]
・教師が示したリズムを感じ、体を
使って表現しようとしている。
・楽器の名称や正しい扱い方を知り、
リズムに合わせて鳴らそうとしてい
る。

[思考・判断・表現]
・東京五輪音頭の踊りを教師の動き
や、友だちの動きを見て模倣しよう
としたりしている。

[主体的に学習に取り組む態度]
・自分の選んだ曲を友だちに紹介し
たり、自分の考えや感想を発表した
りしている。

単元名 「東京音五輪音頭２０２０」

時間 学習活動 指導上の配慮点 備考

10:15

10:30

10:50
10:55

１．はじめのあいさつ
２．リズムで遊ぼう
３．『東京五輪音頭２０２０』で踊ろう
①鳴子の正しい鳴らし方を知る
②自由に鳴子を鳴らす
③教師の見本を模倣して鳴子を鳴らす
④輪になって動きながら鳴子を鳴らす
４．リクエストコーナー
５．おわりのあいさつ

・身体のどの部分でリズムをとるか考えさせ
る。

・実際に鳴子を鳴らしながら確認をさせる。
・生徒が鳴らしたリズムを模倣することで、
フィード
バックしてやる。
・３～４人のグループに分けて順番に行う。

・前回選んだ生徒以外の生徒を指名する。

全８単位時間



７．学部研究のまとめ

課題
・チェックシートは、指導要領の内容を抜粋したもの
であるため、書かれている内容への理解について教
員間で相違が見られた。より適切で具体的な内容理
解ができるような手立てが必要であった。
・フィッシュボーンの活用により、頭部分の大きなねら
いから３つの柱に沿ったねらいを考える過程につい
ては、より的確なねらいを設定することができるよう、
今後も経験を積み重ねていくことが重要である。
・ポートフォリオ評価は、「できた」、「できなかった」
の結果を示すだけ、視覚的に残すだけなど、評価の
みに特化した手段ではなく、意欲を持たせるための
手立てとして使うなど、それらを教材として活用すると
ともに、児童との対話を通して、学びを深めていくた
めのものであるという点までの共通理解をしていくこ
とが大切である。

成果
・指導内容のチェックを行ったことで、生単で学習す
ることが望ましい内容について改めて確認することが
できた。その上で２学期以降の計画に意識的に反映
していくことができた。
・フィッシュボーン頭部分の大きなねらいを大切にす
ることで、単元のねらいに沿って３つの柱に沿ったね
らいや、指導内容や活動を改善していくとともに、評
価する視点が明確になることにもつながった。
・ポートフォリオ評価の考え方を基に、学習ファイルを
作成したり、スケジュールを示したり、学習したことを
視覚的に残したりしていくことは、主体的な学びを通
して学びを深めるための手立てとして有効であった。
・さらに、それらを使って児童との対話を大切にして
いくことが、児童一人一人の学習の深まりを見取るた
めの手段としての重要性を確認した。

小学部

課題
・生活単元学習だけでなく、他の教科や合わせた教
科についても、内容を整理していけるとよい。
・フィッシュボーンの形式は、話し合いのツールとして
意見を出しやすく見やすいので、細かい点も共通確
認することができて役に立った。話し合いだけでなく、
提案の資料としても使っていけるとよい。３つの柱に
沿い適切な単元のねらいを立てることが大切である。
・毎時の評価は行ったが、単元を通しての3観点での
評価まで話し合いが及ばなかった。指導と評価の一
体化や３年間の系統性を図っていくことが今後の課
題となる。
・研究で取り組み、共通確認した内容を次年度以降
にどのような形で引き継いでいくのかを考える必要
がある。

成果
・学習内容を整理したことで、生徒の実態、教師の
思い、指導要領の内容の３つのバランスを考えて
計画することが大事であることが分かった。
・3年間の生活単元学習の内容を系統立てて計画
し、他の学年の学習の様子を知ることができた。今
後の計画を立てる際にも役立つ資料になる。
・CTとSTで話し合いながらねらいを共通確認し、
単元計画をたてることができてよかった。本時の授
業だけでなく、単元というまとまりで話し合うことが
できてよかった。
・主体的・対話的で深い学びの視点を意識して授
業づくりを行うことで、具体的な授業改善を行いや
すくなった。３つの視点が独立したものではなく、相
互に関わり合うことが、授業づくりでは重要だった。

中学部

課題
・フィッシュボーンの頭部分のねらいを考えるの
が難しく、抽象的になりがちであった。そのため、
フィッシュボーンの骨の部分を考えるのが難しく
なってしまった。評価しやすい具体的なねらいを
考えていきたい。
・これまでは、分野毎で計画していたため、今回
の研究で単元（題材）として計画をたてることに
対するとまどいが大きく、内容を深めることが難
しかった。表現と鑑賞の２領域は表裏一体である
という音楽科の特徴をしっかりと考えたい。
・フィッシュボーンを考えることが難しく、時間
がかかってしまった。一番話し合わなければなら
ない、３つの視点についての理解を十分に深める
ことができなかった。
・評価の方法については今後、検証が必要である。

成果
・単元（題材）として考えることができ、授業の
構成がしやすかった。
・フィッシュボーンを使うことで、みんなで意見
を出し合って授業を考えることができた。意見を
出し合うことで、指導方法やかかわり方などを共
通確認することができた。また、ねらいを明確化
することもできた。
・ねらいが明確になったことにより、教員が意識
して適切な指導を行うことができるようになった。
・エピソードシートを使用することで、授業の振
り返りが行えた。振り返りを行うことで、授業改
善ができた。
・主体的・対話的で深い学びの視点で考えること
で、様々な角度からの支援を考えることができた。

高等部

まとめ

研究目的に従い、各学部での成果と課題をもとにまとめる。

①学習指導要領の示す目標及び内容を基に指導内容をチェック
及び整理

➁チェック及び整理したもの踏まえて、2学期以降の授業実践へ

これらのことは、学習指導要領に書かれている内容についての理
解をより深めるとともに、その後の学習を設定していく際に、よりよい
内容を考えるための共通のツールとして有効活用できるものとなっ
た。

➂フィッシュボーンによる単元計画により、適切なねらいに沿って
授業を展開

単元計画を、授業に関係する教員全員で考えることは、児童生徒
一人一人にどのような力を身につけさせたいのかを、「単元のねら
い」として共通確認したうえで、ねらいに沿った授業を展開していこ
うと努めることにつながった。

➃主体的・対話的で深い学びの３つの視点での手立てによる「指
導と評価の一体化」

単元のねらいを達成するために、どのように学んでいくとよいの
かを、3つの視点で捉えることで、児童生徒の学びの様子を想像し
ながら、手立てや支援方法、よりよい評価の方法を考えていくことが
できた。

～今後の課題～

・研究で取り上げなかった教科等についても指導内容をチェックしたり整理

したりしていくことで、より一貫性や系統性を高めることができるとよい。

・フィッシューボーンによる単元計画の作成を他の教科等でも活用し、ねら

いを大切にした授業展開が、どの授業でもできることを目指したい。

・ねらいに沿って、観点別学習状況の評価の精度を上げていくためには、３

つの柱に沿って立てたねらいや評価の観点が、適切であったかを検証して

いく必要がある。

・観点別学習状況の評価により「できた」「できなかった」を評価するだけで

なく、主体的・対話的で深い学びの視点で、よりよい手立てや支援方法など

を工夫しながら「どのように学んだのか」を評価していくための、よりよい方

法を考えていく必要がある。



寄宿舎研究
１ 主題設定 余暇活動を通して自ら考える力をつけるために
２ 主題設定理由

余暇活動の充実感から自分で余暇を考えることができれば、
卒業後の活動の広がり、自ら切り開く力になると考えた。

３ 研究目的

・舎生自身が充実した余暇時間の過ごし方を考える。
・舎生同士の協働、仲間や指導員との対話を目指す。

４ 研究方法

①理想的な余暇、そのための手立ての検討
②指導員が男女混合２グループに分かれて研究実践
③両グループの指導内容や方法について共通理解
④講師招聘研究会を実施

５ 研究内容及び実践

キャンプ場で何をしたい？
余暇をどのように過ごすか
自分たちで考えることに。
（アウトドアの本なども
参考にしながら）

＊実践を抜粋

Ａグループの実践 ・舎生たちが興味をもって取り組むには、指導員も一緒に楽しむことが大切では。
・流行りの「アウトドア」 キャンプ気分を味わう活動は舎生も進んで参加するのでは。
・様々な要素があるキャンプ（テント、食事、もの作り、自然に親しむなど）
非日常でワクワクする体験から様々なことを考え 工夫する機会をもてるのでは。

指導員で確認したこと

「テントに泊まりたい！」
舎生の強い希望

↓
舎室をキャンプ場にして

テントに宿泊「

男子 女子

・舎生の大半はアウトドアの経験が少なく、『やったことのないことはできない。だからやらない』という消極的な姿勢だった。
しかし、指導員が手助けする中で自分たちでテントを組み立てる、調べる、道具を使って形にするなどの体験を重ねると
少しずつ『自分たちにもできる』と気持ちの変化がみられるようになった。
・様々な体験をしたことでテントに泊まりたい気持ちが強くなり、舎生が希望するキャンプ場体験をした。
アウトドアが身近になった舎生たちは、意欲的に意見を出し合い、自信をもって取り組むことができた。

Ａグループのまとめ



ｚ

忙しい日々の中で
一息つける時間に着目

⇓
舎生はおやつが大好き

⇓
何か新しい取り組みは…？

舎生にとってリラックスできる時間や仲間
と楽しみを共有する時間は、舎生にとって

大切な時間である。
日常的で身近にできる活動の充実は、卒
業後に取り組みやすい余暇を育むことに

つながるのでは。

指導員が提案する活動
⇓

舎生の気持ちや
考えを反映した活動へ

やってみたいことは何かな？
⇓

おやつ作りがしてみたい！

相手から「美味しかったありがとう」と
伝えられることで、多くの舎生がやり甲斐
や満ち足りた気持ちを感じることができた。

Bグループの実践 ①日常的な活動、今までに経験したことのない余暇の過ごし方を提案する。
②舎生の気持ちや考えを反映した活動を進める。

みんなが使うように
カフェコーナーを設置！

⇓
自主的にコーヒーを飲もうと
他舎生を誘い、一緒に飲む
姿が見られるようになった。

①

②

「家で作ってみたい！」と自主的にメモをす
る舎生もいて、家族にも“おもてなし”をし
たいと思うことのできた活動になった。

Bグループのまとめ

・新たな活動の提案に興味をもって取り組み、カフェコーナーを日常の楽しみにすることができた。
・舎生の考えや気持ちを反映させ、形にしたおやつ作りや寄宿舎カフェの経験から、達成感や満足感を得ることができ、次
への意欲につなげることができた。

全体のまとめ

・経験の少ない舎生にとってそれぞれの活動内容は新鮮であり、楽しみながら余暇の過ごし方の選択肢を広げること
ができた。
・物事に興味をもち、やってみたいという気持ちに経験が加わることで、受け身傾向であった舎生が主体的に取り組む
ことができた。
・『やってみよう』と思える場面が増えるということは、卒業後の社会参画の機会につながり、余暇活動の広がりになる
と考える。
・舎生が自ら考え自信をもって活動できるよう、今後も取り組みを継続・発展させていきたい。
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