
遊びの指導 学習指導案

：平成２０年１２月３日（水）日 時

10：35～11：20

：体育館場 所

「スイミーのうみであそぼう （リトミック）１ 単元名 」

２ 単元の目標

・物語の場面ごとのリズム・曲調の特徴や活動の流れが分かり、すすんで体を動かしたり、感覚遊

びをしたりする。

・すすんで教師や友達とかかわったり、友達を意識したりして遊ぶ。

３ 児童と単元について

（１）児童について

本学習グループは、２学年男子２名、女子４名、３学年女子１名、５学年男子２名、計９名

からなる。低学年の児童と、自立活動を中心とした指導を行っている５年生に、より効果的な

領域・教科を合わせた指導を行うことをねらって構成した学習グループである。

運動面では、座位保持に介助を要する児童が１名、歩行に介助を要する児童が４名（発達遅

滞３名、てんかん発作のため１名 、一人で走ったりジャンプしたりできる児童が４名いる。）

言語面では、発声や表情で感情を表現する児童から、二語文程度で自分の要求を伝えることが

できる児童まで、実態の幅は広い。音楽に関しては、好きなジャンルは様々だがリトミックの

活動には、ほとんどの児童が意欲的に参加している。

前単元では、繰り返し同じ言葉が入っている絵本 『ねえともだちになって』をテーマに、、

ピアノや太鼓などの演奏に合わせ、動物の特徴を身体表現したり、揺れる、滑るなどの経験を

通し、体勢感覚を味わったりした。同じ流れの授業を繰り返すことで、活動に見通しをもち、

安心してすすんで活動に取り組む様子が見られるようになった。

２）単元について（

リトミックのように音楽を用いて楽しく遊ぶ活動は、障害の程度にかかわらず心身ともにリ

ラックスした状況で児童の様々な反応を引き出すことができる。そのため、実態の多様な本学

習グループの児童にも大変適した学習である。

『スイミー』は、起承転結が分かりやすいあらすじであり、交流校の劇を見た経験もあるな

ど、親しみのあるお話である。登場する海の生き物を身近なものに変えて、それらをイメージ

できるようなリズムや曲調の音楽を作ることで、児童一人一人に応じた運動や感覚遊びを設定

できると考える。また、ペープサートを見ることは児童の多くが好きな活動である。繰り返し

見ることで、物語のあらすじや登場人物、合い言葉などを知ることができ、場面ごとの曲調や

リズム、体の動きがイメージしやすいと考えた。

以上のように、お話遊びを楽しむ活動から運動や感覚遊びに至るまで、一人一人の発達段階

や特性に応じたねらいや活動を盛り込むことができると考え、本単元を設定した。

（３）指導にあたって

本単元の指導にあたっては、次の点に留意する。

・リズムや曲調、児童の動きについて、リトミックの専門的知識をもつ音楽専科の非常勤講師

の指導助言を生かす。



・児童の姿勢や教師の支援の仕方について、理学療法士からの指導助言を生かす。

・活動を設けるにあたり、一人一人の発達段階や個々の特性から、主に感覚遊びを楽しむ「ゆ

らゆらグループ」と走・跳・歩を基本にしたリズム遊びを楽しむ「すいすいグループ」の２

つのグループを編制し、活動を組み立てる。

・本単元では、曲調の変化を感じ取り、活動場面を切り替えていくことを、学習活動の課題に

設定しているが、休み時間や他の遊びの時間に好きな遊具で十分に遊ぶ場面を確保する。

・２拍子や４拍子を基本にしたリズムや、ピアノや木琴の音の特徴や曲調の変化を十分に味わ

うことができるよう、児童の発達段階や興味関心に合わせ、一人一人の実態にあった遊具や

支援を工夫する。

・児童同士のかかわりや教師とのかかわりを十分に引き出すことができるよう、場の設定や活

動を工夫する。

・児童の実態に合わせ、音楽や体育、自立活動など一人一人の教科・領域のねらいにも迫れる

内容を設定する。

（総時数 １３時間 本時７／１３）４ 指導計画

時数 主 な ね ら い

１～４ ・興味のある音楽を感じ、場面ごとの運動や感覚遊びを体験する。
・教師や友達の動きをまねたり、一緒に場を共有したりして遊ぶ。

５～10 ・場面ごとに変化する音楽の特徴に気付き、それに合わせた遊び方が分かり、安心
して取り組む。（ ）本時３／６

・教師や友達とかかわったり、友達を意識したりして遊ぶ。

11～13 ・場面ごとの音楽の特徴や活動の流れが分かり、すすんで体を動かしたり、感覚遊
びをしたりする。

・すすんで教師や友達とかかわったり、友達を意識したりして遊ぶ。

学習を通して引き出される力・体験できる感覚等

ゆらゆらグループ すいすいグループ

引き出される力・体験できる感覚 引き出される力・体験できる感覚運動・遊び 運動・遊び

・楽器遊び 音色 ・走る・歩く等 リズム

明暗の感覚、模倣（食べられる）・テントトンネル 明暗の感覚 ・テントトンネル

・バランスボール 弾む感覚、バランス ・楽器を鳴らす 音色

・シーソーボード バランス ・タップ 音色、リズム

・ リズム、跳ねる、揺れる感覚ジャンプ、だっこ等

・ライトルーム 光の感覚 ・ リズム、ボディイメージブラックライトテント

・バルーン 風の感覚 ・バルーン 風の感覚、ボディイメージ

・ロープ引き 握る、揺れる感覚 ・ロープ引き 引っぱる感覚

ボディイメージ ボディイメージ・ダンス ・ダンス

音感、リズム感、拍子感など 音感、リズム感、拍子感など全体 全体



５ 本時の計画

（１）目標

、 、 。・場面ごとに変化する音楽の特徴に気付き それに合わせた遊び方が分かり 安心して取り組む

・教師や友達とかかわったり、友達を意識したりして遊ぶ。

（２）個人目標と児童の実態

個人目標 単元に関する実態

Ａ ・お話の 後までペープサー ・動きや言葉が大げさな劇やステージショーを見るこ
男 ト人形の動きをじっと見つ とが好きである。少しずつ活動に見通しをもち、ペ

Ｔ７ めたり、自分からライトル ープサートで、興味のある場面の人形の動きをじっ
ームへ膝立ちで移動したり と見つめたり、調子が良ければ興味のある遊具へ自
する。 分から移動しようとしたりする姿が見られるように

なってきた。

Ｂ ・バランスボールやシーソー ・ダイナミックな動きが好きで、意欲は高いが、喜ぶ
女 ボードで、前後上下の揺れ と緊張しやすくなり体全体に力が入る。バランスボ

Ｔ２ を楽しみ、笑顔になる。 ールやシーソーボードに仰向けになると、緊張が緩
み、リラックスすることができる。教師に視線を向
けたり表情を変えたりして音楽の変化を伝えること
ができる。

Ｃ ・自分からバランスボールや ・バランスボールが動く様子を目で追ったり、バラン
女 シーソーボードに歩いて行 スボールに乗って揺らしてもらったりすることを好

Ｔ６ き、音楽に合わせた揺れを む。バランスボールに仰向けになって乗り、ボール
楽しむ。 の感触や揺れを楽しんでいる。ペープサートの動き

を目で追うことが多くなってきた。

Ｄ ・バランスボールの上に、仰 ・体を動かす活動や、音楽を聞く活動を好む。ペープ
男 向けの姿勢になり、音楽に サートでは人形の動きを見たり、教師の擬態語を聞

Ｔ３ 合わせて揺れを楽しむ。 いたりして喜ぶ。仰向けの姿勢でバランスボールに
乗り、体を伸ばしリラックスすることができるよう
になってきた。

Ｅ ・ライトルームに四つん這い ・友達が走ったり遊んだりする様子を見るのが好きで
男 で向かい、蛍光スティック ある。場面ごとの遊びに期待感をもち、大好きな光

Ｔ２ やイカライトの光を追視し 遊びができるイカの場面では、ライトルームが開く
たり触ったりして、笑顔に と、自分から四つん這いで移動し、中まで入ること
なったり発声したりする。 ができるようになってきた。また、対象を注目でき

るような環境であれば、動く光を追視したり、自分
からライトに手を伸ばしたりして遊ぶことができる
ようになってきた。

Ｆ ・音楽が聞こえる場所で、教 ・学年での集団活動には少しずつ参加できるようにな
女 師と一緒に遊ぶ。 ってきた。体調が良いときには学習の集団に入り、

Ｔ４ 楽器の近くで、音楽を楽しんだりバランスボールに
乗って遊んだりできるようになってきた。

Ｇ ・カニの場面で、教師の言葉 ・友達や教師が踊る様子を楽しそうに眺めていること
す 女 かけに合わせて歩き、靴底 が多い。１，２，１，２などごく簡単なリズムであ
い Ｔ１ の金属を力強く床にぶつけ れば、それに合わせて手をたたいたりジャンプした
す て、音を鳴らして遊ぶ。 りすることがある。靴底の金属が床にぶつかる音に
い 興味を示し、楽しそうに足音を鳴らしていた。

Ｈ ・イルカの場面で音楽が変わ ・少しずつ活動の流れが分かり、遊びの幅が広がってグ
女 ったら教師と手をつないだ きている。音楽の変化に気付き、走ったり止まったル

。 、Ｔ５ り、一緒に揺れたりして遊 りできるようになってきた 教師と遊ぶことを好みー
ぶ。 抱き上げられたり、くすぐられたりするとうれしそプ

うな表情を見せる。

Ｉ ・音楽を聞いて場面の変化に ・活動に細かな見通しをもつことができ、音楽を聞い
男 気付き、自分から友達に言 てすすんで次の活動に移ることができるようになっ

Ｔ１ 葉をかけて遊びに誘う。 てきた。教師が毎時間同じ言葉かけで、同じグルー
プの児童を遊びに誘うようにしたところ、それをま
ね、自分から友達を遊びに誘う場面も見られるよう
になってきた。

※名前の欄のＴ１～Ｔ７は、主にその児童の支援に当たる教師である。
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（３） 展開

時間
準備物（ ）分 学習活動 教師の支援と動き

◇始まりの音楽を聞いて、 ・児童が活動に期待感をもてるように、ピアノ演奏でテーマ ・ピアノ・マット
箱形キャスターカー体育館に集合する。 曲を流し、楽しい雰囲気をつくる （Ｔ８） ・。
ペープサート９分 ◇ 「スイミ ー 」 の 世 ・ペープサートを集中して見ることができるように、着席 ・

界に みん な で出か 位置を工夫したり、パーテーションを設置したりする。
ける こ とを知る。 ・ Ａ】ペープサートを集中して見ることができるように、【

◇ 「稲養版スイミー」の 教師の声や動きを大きくする。
。ペープサートを見る

36分 ◇ 「稲養版スイミー」の ・木琴
お話に沿 って、色々 ・シンバル
な遊びをする。 ・大太鼓

テントトンネル・
カスタネット・

・鈴

【 】ゆらゆら
・バランスボール
・フィジオロール
・シーソーボード
・ツリー

ライトルーム・
蛍光スティック・
イルミネーション・

【 】すいすい
・スロープ

タップ用靴底金具【 ゆらゆらグループ】 【 すいすいグループ 】 ・
ブルーシート・ Ｂ】安心して、色々な速さや ・ Ｆ】興味のある場所に行こう ・【 【

・ブラックライト用テント揺れの大きさを楽しむことがで としたときは、一緒に行動し
・ブラックライト用白布きるよう、本児の表情を見なが て遊びに誘う。
・ブラックライト用白画用紙ら姿勢や揺らし方を変える。 ・ Ｈ】教師とのかかわりを存【

・ Ｃ】バランスボールなどの 分に楽しめるように、本児を【
揺れを楽しむことができるよ だっこして大きく揺らした

・タンブリンうに、本児が安心できる姿勢 り、手をつないだときの腕の
・バルーンを保ちながら、音楽に合わせ 振り方を変え りする。た
・魚のバック絵て速さを調節しながら揺らす。 ・ Ｉ】【 すすんで友達を遊びに誘
・児童の顔写真・ Ｄ】音楽を感じながら、リラッ【 うことができるよう、教師は

言葉かけを控え、見守る。クスして体を伸ばすことが
できるように、姿勢が崩れ ・ Ｇ】靴底の音を鳴らして楽【
ないように速さを調節しな しめるように、靴底に金具
がら、バランスボールを前 をしっかり固定する。
後に揺らす。

・ Ａ 【Ｅ】すすんでライトル【 】
ームに移動できるように、本児
が移動しやすい距離や光が見
える角度にライトルームを設
置する。

・ Ｅ】注視や追視をしやすいよ【
うに、いったんライトルーム
中を暗くし 「いくよ」と言、
葉をかける。

◇それぞれ教室に戻る ・楽しい余韻を味わいながら終わることができるように、。
全員が教室に入るまでピアノ演奏を続ける （Ｔ８）。

（４）評価
【児童 ・場面ごとの遊び方が分かり、教師と一緒にタップ、ジャンプ、光遊びをしたり、シーソーボードやバラ】

ンスボールに乗り、揺れて遊んだりすることができたか。
・友達の遊ぶ様子に注目したり、友達を遊びに誘ったりすることができたか。

【教師 ・ 児童が場面ごとの音楽やその変化を意識したり、各場面で遊んだりするための教師の言葉がけや、場の】
設定は適切だったか。

・教師とのかかわりや、友達へのかかわりを引き出すための支援は適切だったか。

時間 場面 【ゆらゆらグループ】 【すいすいグループ】

走・歩・スキップ 等３分 赤い魚 ・楽器 ・

３分 くじら ・テントトンネル

７分 カニ ・バランスボール ・カニ歩き・楽器

７分 イルカ ・シーソーボード ・ジャンプ、しゃがむ等

６分 イカ ・ライトルーム ・ブラックライトダンス

４分 クラゲ ・バルーン

１分 くじら ・テントトンネル

５分 赤い魚 ・ロープ引き

・ダンス



（５） 配 置 図
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