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小学部の研究について 

 
 
 

  

１ 設定理由 

（１）１年次の成果と課題から 

  １年次は、日常生活の指導の中の「朝の活動」を対象授業として取り上げた。繰り返し取り

組む活動を設定することで、「自分から」「自分で」取り組む姿が見られるようになった。また、

「お楽しみコーナー」を意図的に設定することで、学級の児童同士が自然に関わり合う姿や、

学級集団として活動を共有する場面が多く見られた。 

その一方で、いつもと違う場面、場所、集団になると自分から取り組む姿がなかなか見られ

ない、朝の活動のように長期的に繰り返して取り組む学習機会が少なく、経験が積み重なって

いかない、といった課題が挙げられた。 

（２）めざす姿 

  １年次の課題を受け、場面が変わっても経験を生かして自分の力を発揮できる姿を引き出し

たい、長期的に取り組む題材、単元を設定して指導を積み重ねたい、との考えから、２年次は

遊びの指導、生活単元学習を対象授業として取り上げた。 

  遊びの指導、生活単元学習で小学部児童が「めざす姿」は、具体的に次のような姿である。 

・「経験したこと」が行動パターンになって動くのではなく、周囲の様子を見たり前の経験を

思い出したりして自分で気付き、考え、次の行動へとつなげていく姿 

・言われたとおりに行動するのではなく、何のために取り組むのか、今取り組んでいること

が何につながっているのかを理解して、自分で考えたことを行動に移す姿 

そうした姿をめざしていくと、いつでも・どこでも・誰とでも経験を生かして活動に取り組 

めるようになるのではないか、と考え、本研究テーマを設定した。 

 

２ 研究仮説 

  遊びの指導や生活単元学習において、年間を通して、一つのテーマで長期的に取り組む題材、

単元を設定する。そのなかで、児童一人一人の目標と学級集団としての目標を明確にし、目標

達成のための有効な活動内容や手立てを工夫すること、つまりはこの題材・単元で児童が「何

を学ぶか」「何ができるようになるか」を明確にした授業づくりをすることにより、自分で気付

き、考え、目的に向かって取り組む姿を育むことができるだろう。 

  

     ＜遊びの指導・生活単元学習＞ 

年間を通して、一つのテーマで長期的に取り組む題材・単元の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分で気付き、考え、目的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 

【小学部のテーマ】 

個別の目標の明確化 

学級集団としての目標の明確化 

活動内容の工夫 

手立ての工夫 

何を学ぶか 何ができるようになるか 

自分で気付き、考え、目的に向かって取り組む姿 

授業づくり 
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３ 研究の内容と方法 

（１）ねらう～「何を学ぶか」「何ができるようになるか」の明確化 

  ・長期的なテーマに沿った、年間指導計画の立案 

  ・単元（題材）シートの活用 

一人一人の「気付く姿」「考える姿」「目的に向かって取り組む姿」についての 

話合い、共通理解 

  ・ベースミーティング 

    単元（題材）の目標や内容の検討、確認、共有 

（２）たしかめる～授業実践から「何を学んだか」「何ができるようになったか」の検証 

  ・授業記録の作成、授業研究会 

    「授業の中で児童の『気付き、考え、取り組む』姿が見られたか」、の見取り、評価 

「単元（題材）のねらいは達成できたか」、「手立ては有効であったか」の評価 

（３）つなげる、生かす～次に「何を学ぶか」「何ができるようになるか」の検討、実践 

  ・授業記録、ベースミーティングの活用 

     記録を生かした授業改善、次の単元（題材）の計画立案 

  ・授業研究会 

 

４ 研究の実際 

（１）ねらう～「何を学ぶか」「何ができるようになるか」の明確化 

  今年度小学部の遊びの指導や生活単元学習の年間計画を再度見直し、特に、年間を通して一 

つのテーマに沿って取り組み、経験が積み重なる長期的な単元（題材）を取り上げた。 

指導計画を立案する際には、各学級で話合い「単元（題材）シート」を作成した。（※資料１）

シートには、一人一人の実態や目標、集団としての実態や目標を記入し、遊びの指導や生活単

元学習の題材（単元）目標をどこにもっていくかを検討した。また、「気付く姿」「考える姿」

「目的に向かって取り組む姿」が普段どのように表れているか、を教師間で共有し、授業中の

児童の姿を読み取るツールとしても活用した。更に、この単元（題材）シートを持ち寄り、ベ

ースミーティングで再度目標や内容を検討した。 

 

資料１ ＜単元（題材）シート＞ 
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（２）たしかめる～授業実践から「何を学んだか」「何ができるようになったか」の検証 

  ベースミーティングで立てた目標や手立てが実際の授業では有効であったのか、単元（題材） 

シートで予想した児童の姿は見られたのか、授業の中で「気付く」「考える」「目的に取り組む」 

姿を読み取ることができていたか、を授業後に話合い、次時の改善点を記入する「授業記録」 

（※資料２）を作成した。そして、授業記録と実際の授業を通して授業研究会を実施し、話合 

いを深めた。 

 

資料２＜授業記録＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）つなげる、生かす～次に「何を学ぶか」「何ができるようになるか」の検討、実践 

  確かめ、改善しながら進めた授業実践を、次の授業計画立案へとつなげるためにベースミー 

ティングを行った。各学年で作成した授業記録を持ち寄り、小単元（題材）で何を学んだか、 

何ができるようになったかを評価し、次の小単元（題材）をどうするか、どう発展させていく 

かを検討した。 
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５ 各学年の実践

（１）１年生

題材名 かぜかぜランドであそぼう

題材の目標 ・風を浴びる気持ちよさや風で動く物の様子に関心をもち、十分に風と触れ

合う。

・風で物が動く仕組みや相手の反応を楽しみ、自分から相手に向かって風を

起こしたり、教師に要求したりする。

キャリア教育全体 観点１～今ある興味関心を元にした題材設定、繰り返しによる見通し

計画との関連 自分のアクションで分かりやすい結果が得られる活動

観点３～小さい表出に応える関わり、他者との場の共有、物の共有

楽しく取り組める集団活動

ポイントとなる ○風の気持ちよさや面白さに気付き、繰り返しじっくりと遊ぶための手立て

手立て ・紙吹雪、ラピーテープ、風船、風車など様々な風で動く物と、うちわ（大小）、扇風機、

ミニ扇風機など様々な風を起こす道具を複数準備する。

・一人一人の普段の遊び方や風への関心を生かした遊び場を設定する。

・児童の様子に合わせて場を区切ったり、組み合わせて遊べそうな物を近くに配置した

りする。

○様々な強さの風や風で物が動く様子を楽しみ、自分から道具を動かして風を起こした

り教師に要求したりするための手立て

・児童が操作しやすい大きさや動かし方の道具を準備し、最初は教師がやってみせる。

・児童の動きに大きく反応したり、繰り返しのやりとりの中で意図的に待ちの時間をつ

くって児童の要求を引き出したりする。

・「もっとやりたい」、「自分で工夫したい」という思いに応えられるように、道具や材料

を余分に準備しておき、児童の様子に応じて提示する。

○自然な関わり合いが見られるようにするための手立て

・お互いの遊んでいる様子が見えやすい場の設定にする。

・２人用のテントや全員で入れるパラシュートなど複数で遊べる場を設定し、様子を見

て教師が一緒に入って遊ぶ。

○「何を学んだか」「何ができるようになったか」という視点から

・遊んだ道具を教室内に置いておき、いつでも遊べるようにする。

・前時に関心をもっていた遊びを生かして次時も同じように遊んだり、発展させて遊ん

だりできるように、次時の道具や遊び場を準備する。

児童の変容 ・風は目に見えないため、最初は滑り台やスライダーなどこれまで遊んだことのある遊

具で遊んだり、風が吹いている中を走り回ってなんとなく風を感じたりしていた。次

第に風を起こしているうちわや扇風機に気付き、自分から近づいていって風を浴びた

り、教師や友達にもっとやってほしいと要求したりする様子が見られるようになった。

・最初は紙吹雪を触ったりちぎったりして感触を楽しんでいた児童が、教師や友達が紙

吹雪が舞わせる様子を見て面白さに気付き、滑り台の上から見て楽しんだり落として

舞わせたりするようになった。

・紙吹雪を舞わせて遊んでいた児童が次第に「おそうじ」「シャワー」「雪」などに紙吹

雪を見立てて、飛ばしたり落としたりして遊ぶようになった。

大きいうちわに

自分でチャレンジ

扇風機の風を

間近で感じて
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（２）２年生 

単元名 絵本の国へいこう５～「ピンポーン」おばけの家で、光遊びをしよう 

題材の目標 ・自分で道具を操作して光を照らしたり、影を映したりして繰り返し遊ぶ。 

・「おばけ」をイメージして、「おばけのいえ」で教師や友達とやり取りしたり、

室内に隠れるおばけを探したりして遊ぶ。 

キャリア教

育全体計画

との関連 

観点１～今ある興味関心を基にした題材設定、自分のアクションで分か     

りやすい結果が得られる活動、目的や結果がイメージできる活動 

観点３～小さい表出に応える関わり、他者との場の共有、物の共有、楽     

しく取り組める集団活動、他者への関心 

ポイントと

なる 

手立て 

○児童が題材に関心をもち、自分から遊びに向かうための工夫 

・児童の関心が高い「おばけ」「妖怪」を遊びのテーマに設定する。 

・児童にとって身近な「家」「ドア」を導入で提示する。「ピンポン」と音が鳴る教材を用い、 

インターホンを押すとお化けが出てくる遊びを繰り返す。 

・教室での導入（絵本を基にした再現遊び）から、暗室での光遊びへと、毎回同じ流れで活動 

を展開し、見通しをもちやすくする。 

○児童が自分で遊具を操作し、工夫して遊ぶための工夫 

・押すと光る、揺らすと光る、転がすと光の大きさが変化する、など児童が自分で操作しやす 

く、簡単な動作で光る遊具を複数準備する。 

・滑り台を滑ると「光のトンネル」の入り口につながっているなど、児童が「光」の存在に自 

然に気付くような遊具の配置をする。 

・適度な暗さ、壁や床が広く使える空間を使い、光がよく見えたり壁や床に映したりできるよ

うにする。 

○自然な関わり合いが見られるための工夫 

・「おばけのいえ」を提示し、ドアを介したやり取りを楽しめるようにする。 

・壁全体に光が映る遊具を最後に提示し、みんなが自然に集まり同じ遊具で遊ぶ場面を設定す

る。 

○「何を学んだか」「何ができるようになったか」という視点から 

・導入で「次は何が出てくるかな？」と問い掛け、前時の活動を思い出し本時の遊びへの期待

感につなげる。 

・「（かべに）うつっているね」「光ったね」など、児童が気付いて遊んだ場面を見取り、気持ち

を代弁したり共感したりする。 

児童の変容 ・導入で、おばけが出てくる期待感をもち、ほとんどの児童が自分から「やりたい」と手を挙

げ、「ピンポン」とインターホンを鳴らした。何度か続けて遊ぶと、自分からカーテンを閉め

たり室内の電灯を消したりと授業の準備を自分たちでする様子が見られるようになった。 

・始めは、教師がライトで照らし、児童が光の変化を「見る」遊びが中心であったが、だんだ

んと自分でライトを操作して遊ぶ様子が見られるようになった。ライトを持って室内を探検

し、隠れているおばけを見つけては一カ所に集めたり、床に光を映し、ライトを動かして大         

きさが変わる様子を楽しんだりなど工夫して遊ぶ姿も見られた。 

・「ピンポン」と鳴らすと、中からおばけが出てくるやり取りを、友達どうしで 

するようになった。いないいないばあやかくれんぼ、おいかけっこのような 

遊びへと発展し、教師を介して複数で遊ぶ場面がたくさん見られるように 

なった。 

  

 

 

  

 

たくさんのやり取りが 
うまれた「おばけのいえ」 

光のトンネルに入るＭさん 

おばけを見つけるＴさん 
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（３）３年生 

単元名 しょうたいしようⅠ、Ⅱ 

単元の 

年間目標 

・ホットケーキ作りの大まかな手順と使う道具が分かり、自分から準備に取り掛かっ

たり、安全に気を付けて友達と一緒に調理に取り組んだりする。 

･招待することを楽しみに、様々な職員と関わりを深める。 

キャリア教育全体計

画との関連 

観点１①興味関心を基にした題材設定 ③繰り返しによる見通し 

観点３①他者への関心 ②他者との場や物の共有 ③楽しく取り組める集団活動 

観点４①簡単な役割の遂行と認められる経験 ②人から喜ばれる体験 

ポイントとなる 

手立て 

○活動に関心をもち、意欲的に活動に向かったり、考えたりするための工夫 

・児童の関心が高い「食べる」を活動の中心に置き、一緒に作って食べて、「おいしい」

「うれしい」の共有から、ゲストを招待して「喜んでもらってうれしい」を感じられ

る活動へと展開する。 

・導入で絵本やオリジナル曲を用い、ホットケーキ作りのイメージをもちやすくする。 

・単元前半は、トッピングや生地に混ぜる具材を変えてホットケーキを作る活動を繰り

返し、自分の役割や動きを覚えられるようにしたり、具材のアイディアを引き出した

りする。 

・調理道具の共有による、協力場面を設定する。 

○ゲストに喜んでもらい、関わりを深めるための教材や活動の工夫 

・食べて喜んでもらうだけでなく、事前アンケートをもとにしたランチョンマットを作

り、プレゼントとする。 

・事前アンケートを聞きに行き、招待状を届けるという流れを繰り返すとともに、決まっ

た言い回しを覚えることで、自信をもって関われるようにする。 

・事前アンケートをとることで、招待時の会話のきっかけや広がりに繋がるようにする。 

○「何を学んだか」「何ができるようになったか」という視点から 

・自発的な取り掛かり、手順や使う道具の理解、自分の考えの表出、友達との協力など

が見られた場面を逃さず、その場で称賛する。 

・絵本に出てくる「ポツポツ穴があいたら」等の言葉を使い、生地をひっくり返すタイ

ミングや次の手順に気付けるようにする。 

・他者評価として、招待時にゲストに花丸カードでの評価を依頼する他、事後にアンケー

トをとる。 

児童の変容 ・興味のある活動を繰り返し行ったことで、自分からホット 

プレートの前に行こうとしたり、一人で混ぜたり、フライ 

返しでひっくり返したりできるようになった。（児童Ａ） 

・興味のある活動と絵本やオリジナル曲が気に入り、自分か 

ら何回も繰り返し絵本を見て道具の名前や手順を覚え、 

教室から出ることなく集中して取り組んだ。人と関わ 

ることが好きで、「来て下さい」と喜んでゲストを迎え 

に行くことができた。（児童Ｂ） 

・繰り返しの活動により自信がついたことで、ホットケーキ 

の中に入れる具材のアイディアを１１個ほど出したり、友 

達ができるようになった活動にも気付けるようになった。 

そのことで、友達の活動を待てるようになった。また、 

招待してゲストに喜んでもらう経験を積むことで、 

「しあわせだ」という言葉が出てくるなど、情操面 

での育ちが見られた。また、決まった言い回しを覚えることで、自信をもってゲスト

にアンケートの項目を聞きに行くことができるようになった。（児童Ｃ） 

 

一人でひっくり返すＡさん 

ゲストと会話を楽しむＣさん 
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（４）４年生 

単元名 くるくるカフェをひらこう 

単元の 

年間目標 

・カフェを開く活動を通して、友達や教師など人との関わりの楽しさや喜び

を知り、進んで活動する。 

・友達を招待することが分かり、準備や開店の際の役割に教師と一緒に取り

組んだり、工夫点やアイディアを出し合いながら友達と一緒に取り組んだ

りする。 

キャリア教育全体

計画との関連 

観点１ 選択する機会の設定、意思の尊重 

肯定的な自己イメージがもてる活動 

観点３ 積極的な自分の気持ちの表現、他者との協力、共同・協同体験 

観点４ 活動に継続して取り組む経験、役に立つ実感 

    協力して取り組むことの大切さの理解 

ポイントとなる 

手立て 

○児童が活動に見通しをもち、自分で考えて行動したり自分から進んで役割

に取り組んだりするための工夫 

・実物を使いながら手本を具体的に演示したり、考えて行動するためのヒン

トやポイントを事前に提示したりする。 

・答えを与えるのではなく、「どうしたらいいのかな」などの問い掛けをして

待つ場面や具体的な選択肢を提示して、自ら選び、決定する場面を設定す

る。 

○活動に楽しさや喜びを感じ、友達と関わり合いながら取り組むための工夫 

・児童同士で相談してメニューや招待する人を考えて決める場面や招待した

人からのアンケートを振り返る場面を設定する。 

・それぞれの役割の中に友達と協力が必要な部分を意図的に設定し、自然と

協力し合ったり相談し合ったりして取り組むことができるようにする。 

○自分や友達の頑張りが分かり、認め合うための工夫 

・役割の中で頑張るポイントを事前に決め、板書で提示する。 

・写真や動画を撮影し、ポイントとなる部分で止めながら具体的な問い掛け

をしたり選択肢を与えたりすることで、考えたり発言したりできるように

する。 

○「何を学んだか」「何ができるようになったか」という視点から 

・具体的に何が良かったか、端的に分かりやすく即時評価をする。 

・掲示物やポートフォリオ（ファイル）で児童の活動の評価を残していく。 

児童の変容 ・目的に向かって自分の役割をやり遂げる力、友達と一緒になって取り組も

うとする力 

→「お客さんに喜んでほしい」「カフェを成功させたい」という目的に向かっ

て、児童一人一人が自分の役割を理解し、毎回楽しくカフェの活動に取り

組むことができた。また、友達が困っている場面では、自分から友達に近

づいて行き、言葉を掛けたり一緒に行動したりすることができた。 

・相手を意識した関わりの力 

→招待した相手が喜ぶことを考えたり一緒に楽しく活動したりする中で、友

達と自然に関わることができるようになった。 

・自分の意見や思いを伝える力 

→繰り返しの活動の中で自信や見通しをもち、カフェ 

 の活動に対して自分の考えやアイディアを具体的に 

言葉で伝えたり、選択肢の中から自分で選んだりす 

ることができた。 
注文を確認して一緒に準備しよう 



17

（５）５年生

単元名 地域の建物やお店を知ろう

～がんばろう「ひまわり探検隊」～

単元の ・友達や教師と一緒の体験的な活動を通して、地域の建物や商店に興味や関

年間目標 心をもつ。

・身近な人との様々な関わりの中で、関わりをもった人たちの役に立とうと

する気持ちをもつ。

・きまりを守って道路を歩いたり、施設を利用したり、買い物をしたりする。

キャリア教育全体 観点１～自分から、自分でという気持ちをもつ。

計画との関連 観点２～１時間程度の連続歩行。

観点３～積極的に自分の気持ちを表す。

～他者を大事にし、児童同士で適切に関わる。

ポイントとなる ○児童が見通しや期待感をもって活動に取り組むための手立て

手立て ・学級で出掛ける前の楽しい雰囲気作りをする。

・探検した場所を振り返ることができるように、写真や動画を活用する。

・自分たちが行ってきた場所をいつでも思い出し、振り返ることができるよ

うに探検地図を作り、掲示する。

○身近な人との関わり

・歩く順番やマナ－を決め、いつでも学級集団を意識できるようにする。

・普段関わることの少ない他学部の教師のおつかいも設定する。

・おつかいに行くとき、行ってきた後の言葉を決めて練習し、おつかいの相

手に一人で話し掛けることができるようにする。

○自分や友達の良さが分かり、認め合うための工夫

・一人一人の頑張りが分かるように、探検やおつかいの振り返りカードを記

入し、活動の様子が分かる写真を貼り、それを紹介し合う。

○「何を学んだか」「何ができるようになったか」という視点から

・おつかいの楽しさを知ることができるように、おつかいをした教師や友達

から感謝のコメントをもらう。

・自分の行動を振り返ったり、友達の良さを知ったりすることができるよう

に、写真や動画を活用する。

児童の変容 ・出掛けるときの順番が分かり、並んで歩くことができるようになってきた。

・他学部の教師のおつかいをすることで、知らなかった教師の存在や名前を

知り、校内で見かけると挨拶をしたり近寄って行ったりして、関わりをも

とうとする場面が見られた。

・カイロや芳香剤など存在を知らなかった商品を知り、生活用品の名前や使

い方を知り、同じ物を見かけると商品名を言うことができた。

・同じ場所の買い物を何度か繰り返し経験することで、品物を選ぶ、お金を

払うなどのやり方がわかり、一人でできるようになってきた。

・おつかいの経験を繰り返すことで、誰かに感

謝され、やりがいを感じることができた。

・おつかいでは、自分の物を買ったり、買った

物を食べたりしなくても、我慢できるように

なってきた。

・学校を起点にして、「右、左」などの方向を

考え、目的地に行こうとするようになって

きた。

ポイントとなる手立てや

児童生徒の変容がイメージ

できる写真

友達と一緒に買い物する場面
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（６）６年生

単元名 ハッピーゲームフレンズⅠ、Ⅱ、Ⅲ

単元の ・活動に興味関心や見通しをもち、繰り返し取り組む中で、自分なりに工夫して

年間目標 取り組む。

・様々な友達や大人と関わって活動する楽しさを感じ、友達と力を合わせて取り

組む。

キャリア教育全体 観点１ 主体的に生きようとする気持ち

計画との関連 少し頑張って新しいことにチャレンジしようとする気持ちをもつ。

意思の尊重

観点３ 人と関わる力

他者を大事にし、児童同士で適切に関わる。

他者との協力、共同・協同体験

ポイントとなる ○自分から気付く自分から考えるための発展・仕掛け

手立て ・授業の流れや自分の役割が分かるように、活動名と役割表を掲示する。

・シンプルな活動の流れを繰り返し、自分の動きを覚えていけるようにする。

・「自分で気付く」支援（最小限の言葉がけ）を徹底する。

・「児童同士」をつなぐ支援（最小限の言葉がけ）を行う。

・長い活動時間への集中を持続するための児童の能力＋αの活動量を設定す

る。

○目的が分かって取り組むための手立て

・誰がどんな役割を担うのかが分かるように写真と文字のカードで一人一人

紹介する。

・自分の役割を果たすことができたことを共有できるように、役割カードに

花丸カードを一人ずつ称揚しながら貼る活動を設ける。

○「何を学んだか」「何ができるようになったか」という視点から

・ゲストからの評価が分かりやすくなるように、種目別に花丸カードで示す。

・本時の活動や自分の役割を振り返ることができるように、片付け後に児童

が撮影した動画を全員で観る。

児童の変容 ・動画撮影の役割を設定したことで、始まりと終わりを強く意識し、ＣＤ操

作とカメラ操作を同時にこなし、ゲームの行く末に注目するようになった。

（児童Ａ）

・ゲーム中友達に注目したり自分から関わったりできる

ような役割（計数、外れたボール拾い）を設定したと

ころ、友達への自分からの関わりが増えた。（児童Ｂ）

・活動の流れをある程度固定したこと、出番を最小限に

したことで、ピンポイントで自分の役割に自信をも

って取り組むことができた。（児童Ｃ）

・ボールを置く位置のマークを意識できる

まで拡大化した。置いたときに多少転が

ってしまうが、プレイヤーが打ち終わっ

た後に置くという動作の目と手の協応が

しっかりしてきている。（児童Ｄ）

・できなかったことができるようになった

ことや、称揚される経験の積み重ねによ

り、自信をもって自分の役割に向かう様

子が増えてきた。

・段階的にパートⅠでは教師、パートⅡでは交流相手、パートⅢでは他学年

の児童を迎える場面設定をしたことで、いろいろな相手に合わせた行動が

見られるようになった。

小学生との交流

他学年の児童を迎えて
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６ 小学部のまとめ（成果と課題） 

（１）学びが積み重なる指導計画の作成 

  今年度は単元（題材）設定を見直し、一つのテーマにそって長期的な取り組みをした。テー

マに沿った活動をどのように繰り返し、発展させていくかを考えて指導計画を立てることによ

り、一年後の児童の変容を見据え、ゴールをどこに設定するかを明らかにした授業が展開され

た。指導者側がゴールに向かうための活動を意図的に設定することで、児童が自分で気付き、

考え、「何に向かって」取り組んでいるのかを理解して行動する姿が見られるようになった。ま

た、繰り返すことで児童自身も活動のテーマを意識するようになり、遊びの指導や生活単元学

習での経験が、普段の生活全体に拡がり、家庭で同じように遊んだり慣れない場所や人ともス

ムーズに活動に取り組んだりする姿が見られるようになった。 

 

（２）効果的な授業改善 

  授業計画立案の際に単元（題材）シートを作成したことで、個人や学級集団の実態や課題が 

より明らかになった。今まで授業の中で見過ごしていた児童の姿（じっと見る、立ち止まるな 

ど）にも意味があり、気付いている・考えているときの姿である、と指導者が読み取ることで、 

授業での児童への働き掛けが工夫され、改善された。また、授業記録を作成することで、児童 

の「気付く」「考える」姿が授業中にどのように見られていたかを読み取り、評価して次の授業 

へ生かすことができた。小学部の児童は、「ここに気付いた」「ここが分かった」と言葉や文字 

で表現することが難しい場合が多い。授業記録で教師が児童の姿を読み取ることが的確な評価 

へとつながり、それを記録に残すことで児童がどう変容したかを把握し、次の小単元（題材） 

へ生かすことができた。 

 

（３）児童の変容につながる指導の工夫 

  各学年の実践にもあったように、長期的なテーマに沿った取り組みを進めたことで、児童の

変容がたくさん見られた。どのような指導の工夫によって、気付き考える児童の心の動きが引

き出されたかを、次のようにまとめた。（※次ページ 図１） 

 

（４）今後に向けて 

 ①６年間を通した学びのつながり 

   今年度、遊びの指導、生活単元学習において長期的なテーマに沿った取り組みをしたこと

で、１年後のゴールを見据えた単元（題材）設定をすることができた。今後は、経験を身に

付け、自分のものにするために、３年後、６年後を見据えた系統性ある単元（題材）の設定、

個別の目標設定、指導計画の立案が必要であると考える。 

 ②経験の拡がり、深まり～校外での学習、家庭生活 

   招待状作りを繰り返すことで文字を大きく丁寧に書くようになったり、ゲームで獲得した

ボールの数を数えることで、数えて数字で表すことがスムーズにできるようになったりと、

遊びの指導や生活単元学習での経験が、他の学習で生かされる場面が見られるようになった。

今後は、学校生活全体で、より経験を生かすような活動を設定したり、校外学習や地域での

活動、家庭生活など本物の生活場面で経験を生かしたりするような活動を設定していく。 

 ③児童が自ら発信・表現する振り返り～より個に応じた手立ての工夫 

   動画や写真等で、自分たちの活動を振り返る工夫をしたことで、児童が自分の頑張りを実

感できるようになってきた。今後は、言葉や文字で表すことが難しい児童も含め、どの児童

も自分の頑張りを実感し、それを自分なりに表現して伝えることができるよう、より個人の

実態を丁寧にとらえ、理解や表現するための方法を個に応じて工夫していく。 
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＜図１ 児童の気付き考える姿とそれを引き出す指導の工夫＞ 

 

興味・関心に基づい

た単元（題材）設定 

目的や意味が分かりや

すい活動設定 

なんだろう？ 

おもしろそう！ 

前にやったこと

があるぞ 自分にもできそうだ 

やってみよう！ 

自分で「わかる」「できる」

環境設定 

共感する言葉掛け 

気持ちの代弁 

即時評価 

繰り返し取り組む活動の設定

（変化、発展させながら） 

試したり、工夫したりできる場

面の意図的な設定 

こんなやり方も

あるんだな 

次は、こうしたい！ 

こうすれば、できるぞ 

他のやり方もやってみよう！ 

具体的で児童に伝わる 

目標の提示 

児童が自分の頑張りを実感で

きる振り返り（動画、写真など） 

児童の気付きや考えを見取っ

た、タイミング良い働き掛け 

他の学習場面や生活全体と関わりをもたせる活動の展開 

教師 
児童 

友達の頑張りを確認し、認め

る場面の設定 

楽しさや喜びを感じる活動の

設定、授業展開 

児童同士をつなぐ支援、活動設定 
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