全体研究
◆全体研究 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ １
◆キャリア教育全体計画 ‥ ‥ ‥ ８

研究主題
児童生徒が｢経験から考え、行動する力｣を高める授業づくり
～｢何を学んだか｣｢何ができるようになったか｣という視点を通して～
（二年次）

１

研究主題設定理由
学校教育目標

地域の一員として一人一人が輝き、進んで社会参加できる児童生徒

｢経験から考え、行動する｣姿

実態と願い
・変化への対応力
・主体的に学び、判断
し、行動する力
→考え、判断する力が
必要(経験を生かし
て)

社会的要請
・｢主体的・対話的で深い
学び｣へ
(新学習指導要領の方向性)

→その視点に立った教師
の支援のあり方の見直
しが必要
図１

これまでの研究
・｢キャリア教育
全体計 画｣の枠
組みが完成
→その成果を活用

主題設定の理由

平成２８年度の本校研究実践で、「児童生徒の変化する状況に対応する力や自ら助けを求め
る力が不足しているのではないか」ということが課題として上げられた。現代の予測困難と言
われる社会の中で、様々な変化へ対応できる力を育むために、児童生徒が自分たちの経験を基
に自ら考え、判断する力の伸長が必要であると考える。
社会的な要請としても、学習指導要領改訂の方向性の１つに、
「主体的、対話的で深い学び」
が上げられている。児童生徒が主体的に学習に向かった結果が｢経験｣として積み重なるという
視点で教師の授業設計や支援のあり方を見直し、児童生徒が考えて行動する姿につなげていく
ことが必要と考える。
また、これまでの研究実践として、平成２８年度に天王みどり学園版のキャリア教育全体計
画が完成したことから、その成果を活用した授業づくりを行いながら、目指す姿に迫っていく。
今年度は２か年計画の研究のまとめの年である。一年次の研究の成果と課題を受け、今年度
はさらに、いつでも、どこでも発揮できる｢本物の力｣の育成を目指したい。そのためには、様
々な場面で、経験から考え、行動することができるように、児童生徒が｢何を学んだか｣｢何が
できるようになったか｣という視点を大切にして授業づくりを進めることが必要であると考え、
本研究主題を設定した。
２

研究の目的
・一人一人の｢経験から考え、行動する力｣を高める。（生徒の変容）
・そのための有効な指導内容、指導方法を探り、授業改善を行う。（指導の変容）

３

研究仮説
児童生徒が｢何を学んだか｣｢何ができるようになったか｣という視点で、毎時間の授業の評価
を積み重ねることで、児童生徒自身が学んだことやできるようになったことを実感できると共
に、それらを活用しようとする気持ちが育まれ、「経験から考え、行動する力」が高まること
につながるだろう。
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４ 研究内容と方法
（１）キャリア教育全体計画を活用した授業づくり
・全体計画を活用した年間指導計画の立案と年間指導計画連絡会を通した意見交換
（２）各学部の目指す姿に迫る授業づくり・授業改善
［研究対象］小学部：遊びの指導、生活単元学習 中学部：生活単元学習 高等部：作業学習
・各学部の目指す姿の共通理解
・経験から考え、行動するための発展する指導計画
・計画段階(Ｐ)と評価改善段階(ＣＡ)でのベースミーティングを活用した授業づくり、授業
改善
（３）学習の中でできたことを他の場面でも活用できるようにするための工夫
・｢何を学んだか｣｢何ができるようになったか｣という視点を大切にした各授業、各単元での
評価の工夫
（４）総合教育センターとの連携
・授業研究会や校内研修会等での指導助言を生かした授業づくり、授業改善
５

研究組織
研究部

教育課程委員会

全校研究

小学部

６

学部研究
中学部

研究計画
月
研究全体
４ 24 全校研究会①
(研究概要の共通理解)
５
６
７ 19 指導主事計画訪問
８
９

10
11
12 ７ 公開研究会
１
２
３ 15 全校研究会②
(次年度提案)
・研究紀要発行
※毎月：学部研究会

総合教育センターとの
連携
・校内研修会の講師
・授業研究会への参観･助言
・学部研究への助言 等

高等部

授業研究会

研修等

11
12

学部授業研究会(小)
学部授業研究会(中)

20

校内研修会①

６
11
27
25

学部授業研究会(高)
全校授業研究会(小)
全校授業研究会(中)
全校授業研究会(高)

18

校内研修会②

11

県外出張報告会

・公開授業提示

※グループ授業研究会
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※県外先進校視察
※県内公開研究協議会参加
※教育センター講座参加

７ 研究の実際
（１）キャリア教育全体計画を活用した授業づくり
①全体計画を活用した年間指導計画の立案と年間指導計画検討会を通した意見交換
平成２７･２８年度の小中高一貫した教
育課程に関する本校研究で取り組んだ｢学
部を越えたワーキンググループでの年間指
導計画の検討｣は、キャリア教育全体計画
を踏まえながら、指導の連続性を意識した
年間指導計画の立案、評価、改善において
図２ 年間指導計画連絡会
成果が見られた｡その取組は研究実践が終わっ
た後も、本校のスタンダードとして取り組んでいくことになり、今年度は｢年間指導計画連絡
会｣(図２)として継続してきた。
今年度の年間指導連絡会は、学部をまたぐグルーピングで５月と８月の２回実施し、各学部
の研究対象の年間指導計画を持ち寄り、集団の実態、目指す姿、目標、単元のポイント、発展
のさせ方等、意見交換や共通理解を図った。その中で、より計画が整理されたり、改善部分が
見えたりすると同時に、｢中学部が大切にしている『自分たちのこととして実感をもつ』とい
うことを高等部ではどう捉えているか｣等、指導の連続性についても話し合いがもたれ、学部
間のつなぎの意識が高まった。
②学習指導案への｢目指す姿との関連｣の記載
キャリア教育全体計画を活用した授業づくり
として、学習指導案上にもキャリア教育全体計
画の「目指す姿との関連」を記載するようにし
た。そうしたことで、自分たちの授業づくりの
根拠が明確となり、それぞれの学習で各学部の
目指す姿等、キャリア教育全体計画とのつなが
りを意識しながら授業づくりを進めることがで
きた。
図３

学習指導案 ｢3 目指す姿との関連｣

（２）各学部の目指す姿に迫る授業づくり・授業改善
①ベースミーティングの活用
本校の｢ベースミーティング｣とは
授業者が参画者と共に、授業アイデ
ィアを出し合う話合いであり、授業
づくり、授業改善の軸にしてきた。
各学習グループでそのベースミー
※１
ティングを活用しながらＰＤＣＡサ
イクルでの授業づくり、授業改善を
行ってきた。
ベースミーティングは、図４にあ
るように、各単元ごとに｢Ｐ計画｣段
階でベースミーティング①を、単元
終了後の｢Ｃ評価｣｢Ａ改善｣段階でベ
ースミーティング②を実施した。
ベースミーティング記録には、
図４ ベースミーティングの流れと記録
｢発展･仕掛け｣という欄(図４※１)を ※実際のベースミーティング記録は本紀要公開研究会資料参照
設け、ベースミーティング①で話し
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合うようにした。教師の意図や単元の発展部分、工夫する手立て等を明記するようにしたこと
で、前単元と本単元がどう違うのか、どこを発展させ、どこにポイントを置く単元になるのか
ということが明確となり、教師の共通理解がより図られたり、児童生徒の目標や手立てなどが
シンプルにより分かりやすくなっていくものと考えた。
また、各ベースミーティングには、参画者として、担当外の職員も入るようにしており、客
観的な意見も大切にしながら授業づくり、授業改善を進めた。
②各学部の取組
①で述べたベースミーティングを活用しながら、各学部で目指す姿を設定し、そこに迫る授
業実践を進めてきた。各学部研究については、｢学部の取組｣の中で述べるが、概要は次のとお
りである。
＜小学部＞
研究テーマ：自分で気付き､考え､目標に向かって取り組む姿を目指した
遊びの指導・生活単元学習の実践

＜中学部＞
研究テーマ：一人一人が実感をもって活動に取り組み、
自分たちで成し遂げる生活単元学習の実践
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＜高等部＞
研究テーマ：自己の目標や課題が分かり、
達成に向けて取り組む姿を目指した作業学習の実践
～職業科と連携した働く力を高めるための取り組み～

（３）学習の中でできたことを他の場面でも活用できるようにするための工夫
いつでも、どこでも発揮できる本物の力の育成を目指し、それぞれの学部での目指す姿に向
けた取組の中で、｢何を学んだか｣｢何ができるようになったか｣という視点を大切に各授業、各
単元での評価について考えながら授業づくりを進めてきた。｢できたね｣｢やったー｣で終わらな
い児童生徒が頑張ったこと、できたこと、できるようになったことを実感できる評価の仕方は
どのようなものなのか、各学部での実践について述べる。

図５

児童生徒自身が頑張ったこと、できたことを実感できる各学部の工夫

小学部は、それぞれの児童が自分自身で学習活動を振り返り、評価することはまだ難しいこ
とから、児童が表出する姿や行動などの見取りを大切にした。｢単元・題材シート｣で具体化、
焦点化されたそれぞれの児童の｢できた姿｣を即時評価で認め、受け止めながら授業記録で積み
重ね、次時につなげていくという流れで、｢何を学んだか｣｢何ができるようになったか｣という
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ことを児童が実感できるようにした。
中学部は、毎時間の授業の中で、目標を立て、その目標は達成できたか、また、頑張ったこ
と、できたことは何であったかをワークシート等を使って振り返り、即時評価も大切にしなが
ら積み重ね、実感できるようにしてきた。本時の目標と達成度を教師と一緒に確認することで
生徒の目標意識を高めた１年生から、自分で目標等を考える部分が増えた２年生、３年生では
より細かく自分自身が頑張ったこと、できたことを実感できるようになってきたというように、
学年進行でステップアップも見られた。また、毎時間の授業だけでなく、単元のまとまりとし
てできるようになったこと、成長したことも自分で振り返ることも大切にしてきた。
高等部でも、毎時間の頑張ったこと、できたことの積み重ねと、単元のまとまりとしてでき
るようになったことを押さえる中で、｢個人目標シート｣で具体になった自分の目標を作業学習
の日誌に反映させ、目標の達成度を振り返ることで、より生徒主体に｢何を学んだか｣｢何がで
きるようになったか｣を実感できるように工夫した。
以上のように、｢何を学んだか｣｢何ができるようになったか｣という視点を通して、児童生徒
が実感できる授業の評価を各学部で試行錯誤し、積み重ねたことで、次のような児童生徒の変
容が見られた。
・遊びの指導で思い切り遊んだ経験が家庭でも同じように遊ぶ姿につながった。
・生活単元学習の活動の中で、友達への関わりが増え、交流活動場面でも進んで関わる
姿が見られた。
・生活単元学習で話し合い活動を積み重ねたことで、理由を付けて自分の意見が言える
ようになり、それが他の場面でも同じようにできるようになってきた。
・作業学習の中で改善しようと取り組んできたことが、現場実習という実際の場で評価
された。
このように、学んだこと、できるようになったことが、少しずつ他の場面で生かされるよう
になってきており、｢経験から考え、行動する姿｣の変容が見られた。授業時間の制約や授業展
開の工夫等、難しさを感じながらも、これまで当たり前に行われていたはずのことを改めて考
える機会になり、指導者間で確認したり、共通理解を図ったりすることもつながった。
（４）総合教育センターとの連携
今年度も、秋田県総合教育センター支援班の村松勝信主任指導主事、牧野幸枝指導主事、近
江龍静指導主事には、授業参観や、全校、学部の各授業研究会、公開研究会の指導助言だけで
なく、研究の進め方や授業づくりの相談にも応じていただき、よりよい授業を目指して、授業
づくり、授業改善を進めることができた。
また、校内研修会として、７月と９月に教科に関する研修を行い、国語科と算数･数学科の
見方、考え方について学ぶ機会とし、実際の授業実践に活用できるポイントを模擬授業や演習
を通して学ぶことができた。その成果として、公開研究会当日に、｢国語｣｢算数･数学｣の授業
も一般授業で提示し、参会者の方々からたくさんのご意見、ご感想をいただいた。
校内研修会①７月２０日
テーマ ｢算数・数学科の指導内容と指導方法
～主体的・対話的で深い学びを目指して～｣
講 師 秋田県総合教育センター
教科・研究班 指導主事 椎名 美穂子 氏
校内研修会②９月１８日
テーマ ｢特別支援学校における国語科の指導内容と
教材研究～新学習指導要領の情報を交えて～｣
講 師 秋田県総合教育センター
教科・研究班 指導主事 藤谷 寛 氏
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８ 研究のまとめ～成果と課題～
（１）各学部の目指す姿に向かった児童生徒の変容
これまで述べてきたように、今年度の実践により、各学部の児童生徒の様々な変容が見られ
たことは大きな成果であった。今年度の成果を全体で共有し、教師間で共通理解を図りながら、
今後の実践に生かしていく。
（２）｢いつでも｣｢どこでも｣｢誰とでも｣発揮できる力になるために
今年度は、｢何を学んだか｣｢何ができる
ようになったか｣という視点を通して、経
験から考え、行動する力を高める授業づ
くりに迫った。各授業研究会の協議では、
｢児童生徒がその時間や単元で、どのよう
なことを学んで、何ができるようになっ
たかということを意識した授業をこれま
でも進めてきたと思っていたが、改めて
丁寧に考えていくと、難しく感じる場面
も多々あった。｣等、話題になっていた。
教師がねらい、意図をしっかりもって
児童生徒が｢何を学んだか｣｢何ができるよ
図６ ｢いつでも｣｢どこでも｣｢誰とでも｣
発揮できる力になるために
うになったか」をしっかりと実感できるよ
うに授業内容の検討と評価の工夫を行いな
がら積み重ね、それを教師も意識して他場面に｢つなげる｣ことが大切である。今年度の取組を
生かしながら、今後も｢本物の力｣の育成を目指して実践していきたい。
（３）より｢本物の力｣に高めていくために
今年度の取組で児童生徒の様々な変容が見られた
が、個々の目標の妥当性が課題とされる場面もあっ
た。児童生徒が実感した学んだこと、できるように
なったことをより一般化された場面で発揮できる｢本
物の力｣に高めていくために、一人一人の児童生徒の
課題の絞り込みを行い、どのような力を育てていく
ことが必要なのかという実態把握を改めて丁寧に行
うことが大切であると考える。そうして、個々の児
童生徒の目標の精度を上げながら、それを教師間で
共通理解し、授業づくりをしていくことが必要であ
り、次年度の実践で留意したい部分である。

図７

より｢本物の力｣に高めていくために

【参考文献】
・全日本特別支援教育研究連盟
「平成２９年度版特別支援学校新学習指導要領ポイント総整理｣ 東洋館出版社 2018
・熊本大学教育学部附属特別支援学校
「ポラリスをさがせ～熊大式授業づくりシステムガイドブック～」ジアース教育新社 2012
・太田正己
「知的障害教育の授業展開『まとめ』をきちんとすれば授業の効果が上がる」
ジアース教育新社 2012
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秋田県立支援学校天王みどり学園 キャリア教育全体計画（平成３０年度版）
本校の教育プラン

学校の教育目標

今年度の重点事項
1 豊かな教育のある学校の実現
2 豊かな地域生活への支援
3 児童生徒の安全安心と健康な生
活の確立
4 総合教育センターとの連携の推
進

地域の一員として、一人一人が輝き、進んで社会参加できる
児童生徒の育成
めざす児童生徒像
明 る く
ふれあう子
仲 よ く
はげましあう子
元気よく
みがきあう子
めざす学校像
○地域の教育資源を活用し、地域と協働で教育活動を推進する学校
○総合教育センターと連携し、県内外に「授業」を提案できる学校

本校の児童生徒の特徴
小学部から高等部まであり、全校
で１２６名の児童生徒が学んでいる。
全員が自宅から通学しており、居住
地別では、３３％が秋田市、６７％
が男鹿潟上南秋地区である。５７％
の児童生徒がスクールバスを利用、
２３％が徒歩や電車等を利用し自力
通学をしている。
特別支援学校知的障害教育校であ
るが、視覚障害、聴覚障害、肢体不
自由を併せ有する児童生徒も在籍し
ており、実態差が大きい。医療的ケ
ア対象の児童生徒もおり、看護師１
名が配置されている。

学

小学部
(1) 健康で、明るく生活する児童の育成
(2) 自分でやってみようとする児童の育成
(3) みんなとふれあい、仲よくする児童の育成

部 目 標
中学部
高等部
(1) 健康で明るく、生き生きと生活する生徒の育成 (1) 健康で明るく、生き生きと活動する心豊かな
生徒の育成
(2) 目標に向かって、根気強く取り組む生徒の育成 (2) 目標に向かって自ら学び、最後までやりとげ
る生徒の育成
(3) 思いやりの心をもち、互いを大切にする生徒の (3) 思いやりの心をもち、互いに認め合い、高め
育成
合う生徒の育成

キャリア教育における目指す姿
小学部
中学部
高等部
好きなことや得意なことをたくさん見付
手掛かりを頼りに自ら考える習慣を身に付け
自分の将来像について考え、進んで物事に挑
け、興味関心を広げるとともに、活動に夢中 たり、自己選択・自己決定したことの達成に向 戦する。
で取り組みながら意欲的に学校生活を送る。 けて努力したりする。

観点
1
主体的に
生きよう
とする気
持ち
2
身辺自立
生活の自
立、自律

挨拶、衣服の着脱、食事、排せつなど日常
基本的なルール、マナー、衛生、健康管理な
生活習慣や状況に対応し、物事を自ら計画、
生活の基本動作・習慣をできるだけ自分の力 ど社会生活に必要な知識と技能を身に付け、習 実行、修正する
で、かつ望ましいやり方でできる。
慣化を図る。

3

身近な大人との信頼関係をベースに児童同
いろいろな表現方法で伝えたあったり、相手
多様な相手と適切に関わり、協同して活動す
士で働き掛けたり、働き掛けを受け入れたり を受け入れたりしながら、自らが折り合いを付 る。
人と関わ する経験を通して、積極的に人と関わる。
け関わる。
る力
4

学校や家庭で無理なくできる手伝い、係、
進んで係や委員会活動、家庭での手伝いなど
社会の一員として役割を自覚し、責任感をも
仕事などの役割を担い、認められる経験を通 自分でできる仕事に取り組み、根気強くやり遂 って行動する。
集団にお して自己有用感を感じ、進んで活動に取り組 げる。
ける役割 む。

各教科・領域等との関連
中学部

小学部

高等部

各教科等を合わせた指導

日常生活の指導（日常生活が充実し、高まるように日常生活の諸活動を適切に指導する。基本的生活習慣、挨拶、礼儀作法、時間やきまりを守ることなどを取り上げる。）
遊びの指導（身体活動を活発にし、仲間との関わりを
促し、意欲的な活動をはぐくみ、心身の発達を促す）
生活単元学習（生活上の目標達成、課題解決のための一連の活動を組織的に経験することにより、自立的な生活に必要な事柄の実際的・総合的に学習する）
作業学習（児童生徒の働く意欲を培い、将来の職業生活や社会自立に必要な事柄を総合的に学習する）
校内実習、体験実習

教科別の
指導

国語、算数、音楽、図画工作、体育

国語、数学、音楽、美術、保健体育

校内実習・現場実習
喫茶「みどりの風」・くらら等での販売
国語、数学、音楽、美術、保健体育、職業

（個に応じた段階的な指導と生活に即した活動設定により、一人一人に必要な各教科の内容を習得する）
道徳科・道徳（各教科等を合わせた指導、及び学校の教育活動全体を通じて、道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養う）

領域別の指導

総合的な学習の時間（各教科や領域の横断的・探求的な学習を通して、主体的、創造的、協同的に取り組む態度を育て自己の生き方を考える力を培う）
特別活動（望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り、集団の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的、実践的な態度を育てるとともに、自己の生き方についての考えを深め、自己を生かす能力を養う）
自立活動（障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達を培う）

職員の専門性の向上
保護者との連携
・授業づくりと授業評価 ・校報「みどり輝く」、
を通した実践研究
進路指導だより「道し
・総合教育センターの活
るべ」、各学部だより
用
や学年だよりを活用し
・各種研修会、研究会へ
た情報提供と PTA や
の参加
面談、連絡帳を通した
・文献研究
情報交換・話し合い
・進路講話、進路研修の
実施

※各教科等の具体的な指導目標、指導内容は「個別の指導計画」、「年間指導計画」による。
キャリア教育推進の基盤
地域との連携
関係機関との連携
校内の組織作り
理解推進
・交流及び共同学習（含 ・福祉、医療、労働機関 ・教務部：全体計画の作 ・HP による発信。
居住地校交流）の推進
との定期的な情報交換
成、教育課程検討委員 ・関係会議等における
・地域資源の活用
・地区別連携協議会の開
会、年間指導計画連絡
活動
催と情報共有
会等
・授業公開
・総合教育センターの活 ・研究部：全校研究会、 ・学校展
用
学部研究会、ベースミ ・出前授業
・他校との連携
ーティング等
・地域生研への参加
・進路指導部：進路プラ
ン、指導内容表の作成
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１

観点

キャリア教育全体計画より

主体的に生きようとする気持ち

キャリア教育における目指す姿
小学部（低学年／高学年）
中学部
好きなことや得意なことをたくさん見付け、興味関心を広げ 手掛かりを頼りに自ら考える習慣を身に
るとともに、活動に夢中で取り組みながら意欲的に学校生活を 付けたり、自己選択・自己決定したことの
送る。
達成に向けて努力したりする。
(1) 学校生活と活動への意欲 (1) 自分から、自分でという気 (1) 目標に向かって前向きに努力する気持
を高める。
持ちをもつ。
ちをもつ。
① 今ある興味関心（好きなこ ① 選択する機会の設定
① 単元（活動）のゴールの明確化による
と）を基にした題材設定
② 意思の尊重
意欲の喚起
② 自発性の尊重
② 自らの課題を主体的に解決しようとす
(2) 少し頑張って新しいことに
る機会の設定
(2) 安心して活動に取り組む。 チャレンジしようとする気持 ③ 失敗も含めた経験から学び、具体的な
① 自分のアクションで分かり
ちをもつ。
対策を考える活動
やすい結果が得られる活動 ① 目的や結果がイメージでき
② 教師と一緒から友達と一緒
る活動
(2) 自分で考え、判断する習慣を身に付け
へ、さらに一人でと段階を ② 分かりやすいモデル・目標
る。
踏んだ展開
としての本物体験
① 手掛かりの段階的な提示
③ 繰り返しによる見通し
③ 状況づくりによる成功体験 ② 意見を受け止める関わり
④ イメージを広げる本物体験 ④「できる」「やれる」という ③ 試行錯誤しながら目的を達成する状況
肯定的な自己イメージがも
づくり
てる活動
(3) 肯定的な自己理解ができる。
① 自分の得意なことや、苦手なことの認
識
② 他者評価による自己への気付き

２
身辺自立、生活の自立、自律

挨拶、衣服の着脱、食事、排せつなど日常生活の基本動作・ 基本的なルール、マナー、衛生、健康管
習慣をできるだけ自分の力で、かつ望ましいやり方でできる。 理など社会生活に必要な知識と技能を身に
付け、習慣化を図る。
① 呼名に対する返事の習得
① 挨拶、返事の習慣化
① 場面に応じた自発的な挨拶の習慣化
② 定型での挨拶の定着
② 望ましいやり方での衣服の ② 自分の体調の把握、管理
③ 衣服の着脱行動、排せつ行
着脱、排せつ
③ 身だしなみなど整容スキルの向上
動の獲得
③ 基本的食事マナーの習得
④ 持ち物の管理、整頓
④ 食事道具の正しい使い方の ④ 基本的な学習態勢の定着
⑤ 公共交通機関利用のマナーの獲得
習得
⑤ 自分のことは自分でという ⑥ 金銭を扱う経験の拡大
⑤ 基本的な学習態勢の習得
気持ちの育成
⑦ 体力、持続力の育成
⑥ スモールステップによる積 ⑥ 1 時間程度の連続歩行
み重ね

高等部
自分の将来像について考え、進んで物
事に挑戦する。
(1) 卒業後の自分をイメージし、目標の
達成に向けた行動を日常的に実践する。
① 進路相談や進路面談による、進路希望
の実現化に向けた考えの整理
② 進路希望の具体化と、目的や目標を明
確にした現場実習への取組
③ 実習評価を有効に活用した適切な自己
分析、自己理解
④ 自己分析に基づく将来設計と、在学中
の目標達成に向けた継続的な実践
(2) 困難な状況にも適切に対処する気持
ちと力を身に付ける。
① 自ら考えて判断するための知識習得と
実際的な経験の積み重ね
② 努力や葛藤、失敗を踏まえて、十分に
充足感や達成感を味わう体験の充実
③ 権利と責任の関係理解、状況への対応
方法の習得
④ 自らの課題選択や課題理由の探究
生活環境や状況に対応し、物事を自ら
計画、実行、修正する。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

挨拶習慣と礼儀作法の定着
適切な言語表現の習得（聞く、伝える）
決まりの遵守
清潔習慣の確立
規則正しい生活リズムの確立
変化への対応（予定、時間、場所、人）
経験の充実（金銭、買物、施設、交通）
感情と行動のコントロール
終日の作業ができる健康な体づくり

３ 人との関わり

身近な大人との信頼関係をベースに児童同士で働き掛けた いろいろな表現方法で伝えあったり、相 多様な相手と適切に関わり、協同して
り、働き掛けを受け入れたりする経験を通して、積極的に人と 手を受け入れたりしながら、自らが折り合 活動する。
関わる。
いを付け関わる。

４
集団における役割

(1) 自分が大事にされている (1) 積極的に自分の気持ちを表
ことを実感する。
す。
① ありのままを受け入れる関 ① 気持ちの言語化
わり
② 受け止める関わり
② 小さい表出に応える関わり
(2) 他者を大事にし、児童同士
(2) 安心して他者と関わる。
で適切に関わる。
① 信頼関係のある大人を介し ① 他者への関心
た関わり
② 他者との協力、共同・協同
② 他者との場の共有、物の共
体験
有
③ 異性と関わる際の基本的ル
③ 楽しく取り組める集団活動
ール・マナーの理解

(1) 状況に応じた適切な表現方法で伝え
る。
① 相手の立場に応じた関わり
② 丁寧語による会話の習得
③ 報告、連絡、相談の仕方の習得
④ 自ら支援を求める力の育成

学校や家庭で無理なくできる手伝い、係、仕事などの役割を
担い、認められる経験を通して自己有用感を感じ、進んで活動
に取り組む。
(1) 「できる」を実感する。 (1) 提示された役割を自分で、
① 簡単な役割の遂行と認めら
あるいは仲間と遂行する。
れる経験
① 手伝い、係活動に継続して
② 身近な人から感謝される、
取り組む経験
または喜ばれる体験
② 役に立つ実感
③ 協力して取り組むことでよ
りよい結果を得る体験

進んで係や委員会活動、家庭での手伝い
など自分でできる仕事に取り組み、根気強
くやり遂げる。
(1) 進んで役割を果たす。
① 働く生活をイメージする経験
② 働く喜びを味わう経験
③ 自分が役割を果たせた実感
④ 感謝される体験
⑤ 誰かのために役割を果たすことの充実
感
⑥ 目標達成に向けた心の耐性の習得
⑦ 目的に向かって役割に取り組み続ける
力の育成

(1) 自分の立場や役割を理解し、周囲と
の関係を大切にして人と接する。
① 丁寧語や敬語による会話習慣の充実
② 協同で活動する経験の拡大
③ 助言の受け入れと素直な対応
④ 感謝の気持ちの伝達や表現

(2) 他者を認め、生徒同士で適切に関わる。(2) 必要なときに周囲に意思を伝える。
① 論点やゴールを共有した話し合い活動 ① 主体的な判断と能動的な行動実践
の充実
② 集団での協同的な活動の充実
② 他者と主体的に関わり、協力すること ③ 信頼関係を築き、相談する姿勢
によって目的を達成する経験
③ 他者の立場に立った思考
(3) 他者と適切に関わる。
④ 異性との適切な関わり
① 集団や環境への適応
② 異性との適切な関わり
③ 他者との協調、調整力
④ ＳＮＳ、インターネットの適切な使用
社会の一員としての役割を自覚し、責
任感をもって行動する。
(1) 与えられた仕事に責任を持って遂行
する。
① 働く意義の意味理解と実感
② 生活のなかの数学的概念の活用（数、
形、金銭等）
③ 指示の理解と作業への迅速な取り掛り
④ 注意や指摘への耐性と適切な対応
(2) 集団の中で自分がすべきことを見付
け、それを遂行する。
① 集団における役割への気付きと遂行
② 目的に向けた能動的な取組
③ 自主的、継続的な行動による成功体験

※各下位項目について、()数字はより具体的な児童の姿を、○数字は()数字の姿の実現に向けて授業で重視したいこと、取り上げたい内容を表記している。
なお、番号は各項目を示す記号であり、順序性や学部間の関連性を意味しない。
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