令和３年度研究

「思考する力」を育成する授業づくり
～未来につながる授業づくり・将来の自己実現の基盤づくり～

「思考する力」を育む

実践事例集

令和４年３月
京都府立舞鶴支援学校

「思考する力」を育む 実践事例集
学部・学年
教科 単元名
つけたい力
（思考する力）

単元計画
全４時間

小学部２組（１、２年生）

発達段階

Ｂ１段階

学習活動

音楽科「にんにんおんがく～リズムに乗ってからだを動かそう～」

分類

Ｂ

自分の思いを伝える方法を考える
第１次

動物になって身体を動かそう！

１時間

第２次

動物になって楽器を鳴らそう！

１時間

第３次

リズムにのって身体を動かそう！

（本時 ２/２）

２時間

【知識・技能】
〇曲に合わせて身体を動かしたり、模倣し踊ったりする。
【思考力・判断力・表現力等】
単元目標
〇演奏したい楽器を選択し、指導者の合図を受けて鳴らすことができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
〇積極的に楽器を見たり鳴らしたりしようとしている。
使用したツール
準備物

プログラミング

特になし

ツールタイプ

アンプラグド

パネルシアター（どんな色が好き？）
、大型テレビ、スピーカー、ミュージックベル、卓上
ベル、車掌さん帽子、動物カード、ラバーリング、顔写真
実践の概要

本実践は、音楽科の身体表現である。これまで音楽科においては、つけたい思考する力「自分の思いを伝
える方法を考える」をもとに、授業の導入時に手遊び歌やリズム遊び・身体表現を取り入れたり、日常的に
音楽に触れる機会を増やしたりしてきた。少しずつのびやかな表現ができるようになり、簡単な手遊び歌や
心地よいテンポの曲が聞こえてくると、自然に手を動かしたり、体を揺らしたりする姿が見られるようにな
ってきた。
本時で扱う楽曲「チェッチェッコリ」は、模倣をしながら拍の流れを感じたり、リズムの変化に気付いた
りすることができ、楽しい学習活動を繰り返す中で、無理なく身体表現へ導くのに適した楽曲である。リズ
ムのパターンや動きを模倣する活動を積み重ね、様々な音楽的な要素を感じ取ることにより、表現に必要な
基礎的・基本的な能力を身に付け、リズムや拍の流れを感じることに抵抗感のある児童においても、それら
を積み重ねていくことで自分の思いが表現できるようにした。曲を手掛かりに体を動かす活動を通して、自
分なりの思いやイメージをもって、生き生きと表現しようとする姿を引き出していきたい。
成果と課題（児童生徒の変容等）
【成果】
・拍の流れを感じ、リズムに変化を付けて、動きを工夫することができていた。
・だんだん速くなるリズムにし、１人ずつ順番に表現をすることで、自分の動きとは違うリズムや、リズム
を工夫した動きに、気付くことができていた。
【課題】
・模倣しようとする動きが拍に合わない場合には、無理なく拍に合うように速度を調節する必要があった。

「思考する力」を育む 実践事例集
学部・学年
教科 単元名

小学部４組（３、４年生）

発達段階

Ｂ１、Ｂ２段階

・目的を達成するためにやり方を工夫する。

（思考する力）

・人や場所が変わっても習得したことを発揮できる。

全７時間

Ｂ

分類

生活単元学習 「カブトムシを育てよう」

つけたい力

単元計画

学習活動

第１次

カブトムシの幼虫を採ろう

２時間

第２次

カブトムシを育てよう

２時間

第３次

カブトムシを振り返ろう

（本時 ３/３）

３時間

【知識・技能】
〇作成したスライドを提出箱に送信することができる。
単元目標

【思考力・判断力・表現力等】
〇活動の写真を正しい順番につなぐことができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
〇自分の作成したスライドを見ながら発表することができる。

使用したツール
準備物

プログラミング

ロイロノート・スクール

ツールタイプ

ビジュアルプログラミング

タブレット端末（人数分）
、テレビ、モニター
実践の概要

本実践は、アプリ「ロイロノート・スクール」を活用して取り組んだ。地域の方々とつながる学習の１つ
として、５月頃に地域の方からカブトムシの産卵場所を紹介していただき、幼虫を採取し、飼育ケースに入
れて教室で観察・飼育をした。登校すると必ず飼育ケースの様子を見る児童や、苦手だった虫への抵抗感が
薄れた児童もいて、生き物への興味・関心を広げることができた。
そこで、ロイロノート・スクールの写真を順番に並べる機能を活用して、視覚的に
情報を整理することや順序立て相手に説明する力を育むために、活動の振り返りやま
とめを発表することにした。
成果と課題（児童生徒の変容等）
＜成果＞
〇これまでにも取り組んでいたので、アプリでの作業はスムーズに行うことができた。
〇写真を入れたり、順につなげたりと、試行錯誤をしながら取り組むことができた。
〇対象児童は写真を見て色々と思い出しており、気持ちを交えながらよく考えることができた。
〇他教科の授業においても、まとめや振り返りの方法としてロイロノート・スクールの活用ができた。
＜課題＞
▲導入が長く、児童の活動が少なくなってしまった。児童が自分で取り組む時間の確保が必要だった。
▲発表が苦手な児童には、自信を持って発表するために発表する際の手立てが必要だった。

「思考する力」を育む 実践事例集
学部・学年
教科 単元名
つけたい力
（思考する力）

単元計画
全 11 時間

小学部５組（４、５、６年生）

発達段階

Ｂ１、Ｂ２、Ｃ段階

学習活動
分類

生活単元学習「ミラクル！クリーニング屋さん」

Ｂ

自分で考えて洗濯したり、伝えたりする力
第１次

洗濯を知ろう（手洗い洗濯、アイロンがけのやり方）

３時間

第２次

ミラクル！クリーニング屋さん（本時４/６）

６時間

第３次

買い物に行こう

２時間
【知識・技能】

〇なぜ洗濯するのかを知る。
〇もみ洗い、押し洗いをすることができる。
〇端をそろえて三角巾を丁寧にたたむことができる。
単元目標

【思考力・判断力・表現力等】
〇手順書を見て自分で作業（アイロンがけ、たたむ）をすることができる。
〇写真を見て、三角巾を正しく仕分けることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
〇お客さんのために丁寧に作業をしようとしている。

使用したツール
準備物

プログラミング

特になし

ツールタイプ

アンプラグド

・アイロン ・アイロン台 ・手順書 ・カゴ ・三角巾 ・軍手 ・パワーポイント
・テレビ

・ありがとうカード
実践の概要

本実践では、他学級の先生方の三角巾を回収し、手洗い洗濯、アイロンがけ、た
たむ作業を行い、配達をするというクリーニング屋の活動を行っている。
第 1 次では、クリーニング屋さんになるための修行として手洗い洗濯、アイロン
がけ、たたむ活動に取り組んだ。
本時（第２次）では、アイロン班、たたむ班の２グループに分かれて作業を行う。
自分で手順を見て作業をしたり、間違いのないように丁寧に作業をしたりすること
を意識して取り組ませた。また、お客さんのために丁寧に取り組んだり、友達に
「どうぞ。
」と報告したりすることも意識させた。
作業終了後には、お給料を渡し、そのお金で買い物学習（校外の自動販売機）を
する予定である。全員が活動に見通しをもつためにパワーポイントにも工夫をした。
この活動を通して自分の役割を果たし、多くの先生方に感謝をされたり、認められ
たりすることで、達成感や仕事のやりがいにつなげたい。
成果と課題（児童生徒の変容等）
○パワーポイントにアニメーションや効果音をつける工夫をすることで、児童が主体的に活動することがで
きた。また、見通しを持たせたことで、児童全員がスムーズに活動していくことができた。
○指導者に頼らず、自分で手順表を確認しながら活動することができていた。また、次にやるべきことや報
告することを意識して行動したり、伝えたりすることができるようになった。
▲活動内容を理解して行動していくことが多かったが、全員の児童が理解をすることは難しかった。児童の
実態に応じた支援（視覚支援や教材の工夫）をさらに追究していく必要である。

「思考する力」を育む 実践事例集
学部・学年
教科 単元名

小学部６組

発達段階

（１、２、３、４年生）

Ａ～Ｂ２段階

学習活動
分類

Ｂ

図画工作科「きらきらカレーを作ろう」

つけたい力

カレーライスの盛り付け順を考えることで、物事には順番があることを知り、順番通りに

（思考する力）

模型を作ることができる。

単元計画
全６時間

第１次

皿とトレイ、牛乳パックを作ろう

３時間

第２次

サラダを作ろう

１時間

第３次

ゼリーを作ろう

１時間

第４次

カレーライスを作ろう

（本時 １/１）

１時間

【知識・技能】
〇カレーの材料が分かる。
○２つの液体を混ぜ合わせてスライムを作ることができる。
単元目標

【思考力・判断力・表現力等】
〇「カレーの設計図」
（手順表）を作り、カレーライスの模型を作る。
【主体的に学習に取り組む態度】
〇カレーの具材を選んだり、カレーの色を決めたりする。

使用したツール
準備物

プログラミング

特になし

ツールタイプ

アンプラグド

・具材のイラスト ・スライム材料 ・具材の材料各種 ・器 ・スプーン ・絵の具
・カレー粉
実践の概要

本学級の児童は、プログラミング的思考を獲得する前の段階であり、論理的思考につながる手順を知るこ
とをねらいにカレーライスの模型作りに取り組んだ。児童たちが好きなカレーを題材にすることで、興味を
もちながら手順について学べるのではないかと考えた。カレーライスを作る前に、サラダの具材について知
ったり、具材の材料を選んだり、スライムでゼリーを作ったりして、「選ぶ力」、「作る力」を付けてきた。
本時では、写真や材料を見ながらカレーライスの中には何が入っているの
か、どのような順番で材料を皿に入れていけばできあがるのかを考えていく。
これまで積み重ねてきた「選ぶ力」
、
「作る力」を生かしながらカレーライス
の模型を作り上げていくことを活動の中心とした。
成果と課題（児童生徒の変容等）
○カレーの具材１つ１つに注目することで、小さく分けて考えることができた。
○なじみのあるカレーを題材にすることで、盛り付けのイメージがもちやすく、写真やイラストを見ながら
盛り付けの順番を考えることができた。
▲カレーだけでなく、
「いろいろな物事には順番がある」という気付きまでは至らなかった。
▲カレーという「なじみのある題材であるからこそイメージが持ちやすかった」ということを考えると、い
ろいろな順序を知るためには、豊富な生活経験が必要である。
▲日頃から順番や何からできているか（成り立っているか）を問う等、物事の順番を意識したり、小さく分
けて考えたりできるように、日常会話を工夫するとよい。

「思考する力」を育む 実践事例集
学部・学年
教科 単元名

小学部７組（３、４、６年生）

発達段階

Ｂ１、Ｂ２段階

・選択肢の中から選んだり、自分で決めたりする力

（思考する力）

・考えたことを様々な手段を使って相手に伝える力

単元計画
全 10 時間

Ｃ

分類

生活単元学習「パルプ粘土で製品を作ろう！」

つけたい力

学習活動

第１次

トイレットペーパーで遊ぼう

１時間

第２次

パルプ粘土を作ってみよう

４時間

第３次

製品を作って届けよう

（本時 ３/５）

５時間

【知識・技能】
〇パルプ粘土の作り方を知り、材料を順番に混ぜることができる。
【思考力・判断力・表現力等】
単元目標

〇パルプ粘土を作る際の工夫として、好きな飾りを選んで付けることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
〇インタビューを元に作成した設計図を見ながら、製品を作ろうとしている。

使用したツール
準備物

プログラミング

Keynote

ツールタイプ

アンプラグド
ビジュアルプログラミング

タブレット端末(人数分)、モニター、ワークシート
実践の概要

２学期の学校祭では、生活単元学習でおもちゃ屋さんを開き、自分たちで作ったおもちゃをたくさんの人
に遊んでもらった。おもちゃを作る際には、自分用とお客さん用の 2 つを作り、相手意識を持たせた。
図画工作科や遊びなどで制作することが好きな児童が多く、一度作り方を伝えるとそれを覚え、２回目以
降は、前回の手順で材料を混ぜたり、形成したりすることが 1 人でできる児童もいる。また、それぞれ自分
で好きな飾りを選んで付ける工夫をすることもできる。しかし、作る前にイメージをもつことや、そのイメ
ージを表現することが難しい児童がいる。
そこで、今回は作りたいもののイメージを設計図としてイラストに書き
出し、可視化する活動を取り入れた。また、相手意識をもち、自分の作り
たいものではなく、相手が望んでいるものを作るため、アンケートなどで
聞いたことをメモしたり、動画で撮影したりしておくことで、今回作るも
のに焦点を当てて設計図に反映させることができるのではないかと考え、
実践した。
成果と課題（児童生徒の変容等）
＜成果＞
〇繰り返し取り組むことで、タブレット端末の扱いに慣れてきた。
〇「アンケートをとる」活動を取り入れることで、相手意識と責任をもたせることができた。
〇設計図を描かせることで、児童の中にある思考を視覚的に表現させることができた。
○アンケートを見返すことで、思考しながら設計図を描く姿が見られた。
＜課題＞
▲タブレット端末を扱うことが難しい児童がいたため、児童の発達段階に合わせて、支援ツールを個別に準
備する必要があった。

「思考する力」を育む 実践事例集
学部・学年
教科 単元名

小学部８組（５、６年生）

発達段階

Ｂ１、Ｂ２、Ｃ段階

生活単元学習「レインボーえいがさい！」

つけたい力

・自分で考えて動く力

（思考する力）

・映画を完成させるために、自分の役割を果たす力

単元計画
全 15 時間

単元目標

使用したツール
準備物

学習活動
分類

Ｂ

第１次
第２次
第３次

えいがをさつえいしよう！（本時 ６/10）
10 時間
えいがをせんでんしよう！
２時間
えいがさいをひらこう！
３時間
【知識・技能】
〇絵の具や段ボールなどを使って、映画撮影に必要な道具をつくることができる。
【思考力・判断力・表現力等】
〇シーンに合わせて、演技をしたり、撮影をしたりすることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
〇自分の役割を果たし、作品作りに取り組もうとしている。
○みんなで協力して８組映画をつくろうとしている。
プログラミング アンプラグド
iMovie
ツールタイプ
ビジュアルプログラミング
Zoom
タブレット端末、衣装、絵の具、ダンボール、イラスト、モニター、ＰＣ、大道具
実践の概要

本実践では、自分たちで映画を撮影し、出来上がった映画を宣伝し、映画祭を開いてお客さんに見てもら
う取り組みをしている。本単元「ホラー映画」の前に、
「８組の刃」として、鬼滅の刃８組オリジナルストー
リーを撮影し、映画祭を開いた。その第２弾として、子どもたちは手順を大体分かっているが、ホラー映画
ということで正解（見本）がなく、意見が食い違うことが多く見られた。よりよい作品にしたいという意欲
は保ったまま、みんなで協力して映画作りに取り組んだ。
また、本学級は実態に差があり、授業に取り組みにくい児童も在籍しているため、教材の提示や使用する
ツールには、一人一人配慮を行っている。７人みんなで考えて、自分の役割を果たし、映画が完成するよう
役割分担を工夫した。頑張って取り組んだ作品を多くの人に観ていただき、褒められたり、認められたりす
ることで、達成感を感じたり、学習に取り組むことへの喜びを味わったりした。
成果と課題（児童生徒の変容等）
○興味関心を引く題材設定ができたことで、全員が意欲的に授業に参加する姿につながった。
○実態に合わせた役割を考えたことで、自分の役割を果たそうと時間いっぱい取り組むことができた。
○特に６年生が「みんなで作る」という意識を強く持てるようになり、自分たちで５年生の役割を考えたり
みんなが落ち着いて参加できるように環境を工夫したりするなど、映画作成が成功するように活動するこ
とができた。
▲自分の作った道具が映画にどう生かされているかなど、自分の役割にやりがいを感じにくい児童もいた。
一授業ごとにトークンで評価するなど、工夫を行えばよかった。
○撮影した映像を確認することで本時の頑張りを視覚的に確認することができるとともに、活動の振り返り
がしやすく、
「もっとこうしたら…。
」と映画をよりよくするために、みんなで考えることができた。
また、映像をすぐに見られるので、前回の授業を思い出しやすかった。形になっていくことが分かりやす
く、見通しを持たせやすかった。
○映画の完成品は自分たちの頑張りが形になっており、何度も見返すことができ、やりがいを感じられた。
▲映画の編集作業が大変で、負担に思うこともあった。
○映画祭を開き、たくさんの先生や子供たちに見てもらえたことで、反応を間近で感じたり、感想を直接聞
いたりすることができて、達成感を味わうことができた。
○ZOOM を活用し、舞鶴市内の小学校と交流をすることができた。その様子を新聞社２社に取り上げていただ
き、子どもたちも「すごいことをした！」という実感がわき、大きな達成感につながった。

「思考する力」を育む 実践事例集
学部・学年

小学部９、10 組

発達段階

（１、３、４、５、６年生）
教科 単元名

自立活動(からだ)

Ａ、Ｂ1、Ｂ２段階

「アニマルクエスト」～カエルの卵を守ろう～

つけたい力

・選択肢の中から自分のやりたい方法を選ぶ

（思考する力）

・繰り返しの練習の中で自分のやり方を考える（カ）

単元計画
全 13 時間

学習活動
分類

Ｂ

第１次

「アニマルクエスト」～たくさんの卵を守ろう～

４時間

第２次

「アニマルクエスト」～カエルの卵を守ろう～ ボール編＆体当たり編

４時間

第３次

「アニマルクエスト」～カエルの卵を守ろう～ 自己選択編

５時間

（本時 ５/５）
【知識・技能】
〇手指の操作性や身体の操作性を高めることができる。
単元目標

【思考力・判断力・表現力等】
〇選択肢の中から自分で考えて１つ選ぶことができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
○友達の頑張りを見て、積極的に応援や拍手などで士気を高めることができる。

使用したツール
準備物

プログラミング

特になし

ツールタイプ

アンプラクト

オオカミの的、カエルの人形、ボール各種、転がし台、カエルの卵各種、アーム
実践の概要

９、10 組の児童は、身近な動物(昆虫、カエル、トカゲ、犬、猫など)が好きだったり、お話が好きだった
りするため、カエルの卵をオオカミから守るというオリジナルの物語「アニマルクエスト」を設定した。手
指を動かして卵を守る活動や、ボールや全身を使ってオオカミをみんなで退治する活動を通して、手指の操
作性や友達との協力、自分の身体の操作性を育んで行くことをねらいとした。
さらに、どのようにしたら自分の身体を思うように動かせるようになるのか、
どのボールが自分にとって使いやすいのか､自分はどの方法でオオカミをやっつ
けるのかなど、それぞれが繰り返し取り組む中で試行錯誤をしながら自分のやり
方、やっつけ方を考え、選ぶ力を育むことを大切にした。
成果と課題（児童生徒の変容等）
・回数を重ねるにつれて、手指を動かして卵を守る活動が丁寧にかつス
ムーズに行えるようになった。
・各自が自信のある倒し方を選ぶようになり、倒し方が定着した児童や、友達の倒す姿を見て応援する児童
など、みんなでオオカミを倒す雰囲気が出来上がっていた。
・ボールのサイズや倒し方など、それぞれが考えて動けるようになった。

「思考する力」を育む 実践事例集
学部・学年
教科 単元名

小学部９、10 組
（１、３、４、５、６年生）

発達段階

Ａ、Ｂ１、Ｂ２段階

学習活動
分類

あそびの指導 「いもむしれっしゃでいこう！」

つけたい力

・選択肢の中から自分のやりたいことを選ぶ力

（思考する力）

・指導者や友達に「～の遊びがしたい。」、「～へ行こう。」、と伝える力（カ）

Ｂ

単元計画

第１次

いもむしれっしゃでいこう！もぐら地下街はどんなところ？

１時間

全 11 時間

第２次

おおぐもをたおそう！かみきりレンジャーになろう！ （本時 ６/11）

10 時間

【知識・技能】
〇自分の身体を使いこなし、ゲームをしたり、オオグモの的にボールを当てたりすること
単元目標

ができる。
【思考力・判断力・表現力等】
〇どの遊びがやりたいかを考え、指導者やグループの友達に伝えることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
〇スタンプカードにスタンプをためることを楽しみに、すすんで活動ができる。

使用したツール
準備物

プログラミング

特になし

ツールタイプ

該当なし

いもむしれっしゃの乗り物、ボウリング、魚釣り、りんごキャッチ、ボッチャ、わにわに
パニック、ストラックアウト、オオグモの的、カミキリレンジャーのお面、ボール、転が
し台、キーボード
実践の概要

本実践は、絵本「いもむしれっしゃ」を題材にしたおはなしあそびの実践
である。初回は絵本の読み聞かせをして、絵本のストーリーを知った。その
後は、いもむしれっしゃに乗ってもぐら地下街へ行き、コーナーごとのあそ
びをして、スタンプを貯める活動に取り組んだ。次の回から、もぐら地下街
をおそうオオグモが登場する。オオグモの登場を怖がる児童もいるが、カミ
キリレンジャーの登場により、児童たちはヒーローになりきって、楽しんで
オオグモを倒すことができるようになってきた。
ふりかえりでは、それぞれが「いもむしれっしゃにのること」
、「オオグモ
を倒すこと」
、
「スタンプを集めること」など感じたことや、がんばったこと
を発表できるようになってきた。
成果と課題（児童生徒の変容等）
〇毎時間繰り返し取り組むことで、授業の流れがわかり、意欲的に授業に取り組む様子が見られた。
〇スタンプカードがあることで、
「あと〇個で全部たまる」、「今日でメダルがもらえるかも」と意欲的に取り
組めた。
〇グループで相談して遊びを決める時間を毎回設定したことで、友達と相談する姿も見られるようになっ
た。
〇「いもむしれっしゃにのって移動」
「もぐら地下街であそぶ」
「オオグモをたおす」「スタンプがたまる」と
様々な活動があり、児童それぞれが主体的に授業に取り組むことができた。

「思考する力」を育む 実践事例集
学部・学年
教科 単元名

中学部２組（１、２年生）

発達段階

・自己選択、自己決定して取り組む力

（思考する力）

・目標を達成させようとする意欲

全 16 時間

学習活動
分類

作業学習「ペットボトルビーズで作ろう」

つけたい力

単元計画

Ｂ１段階

Ｂ

第１次

ペットボトルビーズ作り

10 時間

第２次

アクセサリー作り

３時間

第３次

写真立て作り

（本時 １/３）

３時間
【知識・技能】

〇手順を知り、作成することができる。
【思考力・判断力・表現力等】
単元目標

〇完成をイメージしながら作業を進めることができる。
○言葉で自分の思いを伝えることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
〇見通しをもち、時間いっぱい最後まで取り組もうとする。

使用したツール
準備物

プログラミング

Keynote

ツールタイプ

アンプラグド

手順表、ペットボトル、ペットボトルビーズ、ペン、トースター、アルミホイル、ゴム、
ワイヤー、クリップ、容器、タブレット端末
実践の概要

作業学習では、活動の流れをいつも同じにしており、
「次に何をすればよいか」
を自分でわかって進めていけるようにしている。授業の最初には、今日何をがんば
るのか（目標）を自分で決め、作業日誌に記入している。授業後には、その振り返
りを行い、自己評価や今日頑張ったことなどを書いて発表を行っている。
作業学習を通して、素材を加工して物ができていく過程を学んだり、作る楽しさ
を味わったりすることを大事にした。また、目標をもち、それに向かって取り組む
姿勢や、自分の得意なことを知り、その力を発揮できるように指導した。
成果と課題（児童生徒の変容等）
授業では、同じ流れを設定することで、生徒が次はこれをすると見通しをもち、落ち着いて活動に取り組
むことができた。また、同じ流れの中にもそれぞれに目標を提示したり、新しい要素を取り入れたりするこ
とで、生徒のモチベーションを上げるように工夫した。日によって生徒一人一人の取り組み状態が違うが、
友達の取り組む姿を見て、刺激を受けながら意欲を持ち続けたり、自分のこれまでのがんばりを振り返った
りすることで自分のよさに触れ、自分のがんばりを実感することができるようになったのではないかと考え
る。
また、わからない時には、お助けカード（
「手伝ってください」
「教えてください」
）をそばに置いておくこ
とで、言葉で援助要求を伝えたり、動画を見返して自分で考えて取り組んだりする様子が見られるようにな
った。

「思考する力」を育む 実践事例集
学部・学年
教科 単元名

中学部３組（１～３年生）

発達段階

Ｂ２～Ｃ段階

学習活動
分類

生活単元学習「地域の人のために」

つけたい力

・役割分担をしたり、任された役割をしたりする力

（思考する力）

・複数の意見を比べたり、１つにまとめたりする力

Ｂ

・今すること、次にすることが分かって活動する力
単元計画
全 17 時間

第１次

テーマ発表・班決め・施設見学

２時間

第２次

アンケート作り・アンケートまとめ

第３次

プレゼント作り・プレゼント渡し・まとめ

（本時 ５/６）

６時間
９時間

【知識・技能】
〇アンケートに書かれたことをタブレット端末に打ち込むことができる。
【思考力・判断力・表現力等】
単元目標

〇アンケートに書かれたことをまとめることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
〇班の中でしなければいけない活動をすることができる。

使用したツール
準備物

プログラミング

ロイロノート・スクール

ツールタイプ

ビジュアルプログラミング

タブレット端末(人数分)、アンケート、大型ＴＶ、ＰＣ（指導者）
実践の概要

本実践は、年間テーマ「誰かのために」の最後の取組である。まず、
「小学部の友達のために」ということ
で、近い距離にいる学校の中の友達のためにプレゼントする活動に取り組んだ。次に、
「家族のために」とい
うことで、防災学習と絡めて家庭で一緒に防災について考える機会を設定した。
本単元では、
「地域の人のために」ということで、これまでの対象相手とは
違い、関わりが少ない相手を設定した。これまで身近な人のためにしてきたこ
とを「誰にでも」できるようになることをねらっている。今回は、地域の中か
ら特別養護老人ホーム「グレイスヴィルまいづる」に協力をお願いして授業を
進めることにした。渡すべき人が分かるように、外からの施設見学や web での
交流も計画した。
成果と課題（児童生徒の変容等）
○これまで取り組んできた活動なので、やるべきこと（アンケートの集約・まとめ）がわかり、主体的に活
動に取り組むことができた。
○班の中で役割を分担して作業を進めることができた（折り紙班・カレンダー班）。
▲班によって回収したアンケートの有効枚数が異なり、
「集約」をどうすればいいか迷う班（カレンダー班）
があった。
▲班のメンバーを自分たちで話し合い決めさせたのはよかった。各班に活動を進めることができる生徒が入
っていたが、二人班（レクリエーション班）のところは活動を進める生徒が進めるだけになってしまい、
自分たちで作業を分担することが難しく、指導者の支援が必要だった。

「思考する力」を育む 実践事例集
学部・学年
教科 単元名

中学部４組（１、３年生）

発達段階

Ａ、Ｂ１段階

学習活動
分類

自立活動「めくろっと！うごこっと！」

つけたい力

・適切なコミュニケーション手段で、自分の思いを相手に伝える力

（思考する力）

・周りの様子を見て、動きを変える力

Ｂ

単元計画

第１次

・タブレット端末を使ってみよう

２時間

全 10 時間

第２次

・友達に伝えよう （本時 ６/８）

８時間

【知識・技能】
〇言葉や発声、動作、タブレット端末で友達に自分の思いを伝えることができる。
単元目標

【思考力・判断力・表現力等】
〇場面や状況に応じて、伝えたい思いを表現することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
〇自分から友達に伝えようとしている。

使用したツール
準備物

コバリテ・コミュニケーション

プログラミング
ツールタイプ

ビジュアルプログラミング

絵カード、タブレット端末、大型テレビ
実践の概要

本実践は、適切なコミュニケーション手段で相手に思いを伝えることをねらいに取り組んだ実践である。
学級の中で生徒は受動的で、自分から思いを伝える場面が少なく、また指導者との関わりが中心で友達同
士の関わり合いが少ないのが実態である。
実生活に生かすことができるよう、相手に物を渡す、相手から物を受け取るという日常生活によくある場
面を設定し、生徒は実態に応じて、言葉や発声、お辞儀等の動作、タブレット端末で友達に自分の思いを伝
える活動に取り組んだ。タブレット端末では、
「コバリテ・コミュニケーション」というアプリケーションを
使用した。これまでの学習で、生徒は場面に合った挨拶や簡単なタブレット操作を理解することができるよ
うになってきている。
この学習を通して、コミュニケーション手段を広げたり、自分から相手に
思いを伝えたりして、コミュニケーションの力を高め、その力を学級の友達
や指導者以外の身近な人とも関わろうとする姿へつなげていく。
成果と課題（児童生徒の変容等）
自分の思いを伝える手段の 1 つとして、タブレット端末のアプリケーションを使った。繰り返し学習する
ことで使い方が理解できるようになり、コミュニケーションの幅が広げるきっかけとなった。また、本単元
で伝えたい思いを考えて整理する(思考する)時間をとったことで、日常生活や他の授業でも考えて行動しよ
うとする姿が見られるようになった。そして、友達と関わる際には言葉や発声、お辞儀等の動作をしてやり
とりすること場面が増えた。
今回は「はい、どうぞ。
」
「ありがとう。
」等の設定された場面の中で、コミュニケーションの力をつけるこ
とができた。身につけた力を、実際の生活や学級の友達や指導者以外の人とやりとりする時にも発揮できる
ようにするために、今後はアプリケーションを日常生活に取り入れていきたい。その際には、自然なやりと
りができるような環境を設定していくことが大切であると考える。

「思考する力」を育む 実践事例集
学部・学年
教科 単元名

中学部６組（１～３年生）

・順序立てて考える力

（思考する力）

・自分の意見を発表する力

全８時間

Ｂ２段階

生活単元学習「玉ねぎ染め振り返り～ロードマップを作ろう！～」

つけたい力

単元計画

発達段階

学習活動

Ｂ

分類

第１次

玉ねぎ染めについて知ろう

２時間

第２次

媒染液って何！？ 色が変わる不思議な液！鉄を錆びさせて、媒染液を

1 時間

作ろう
第３次

実際に染めてみよう

２時間

第４次

玉ねぎ染め 振り返り～ロードマップを作ろう！～（本時 １/３）

３時間

【知識・技能】
〇学習してきた内容を振り返り、順序立ててロードマップを作成することができる。
【思考力・判断力・表現力等】
〇話し合いで自分の意見を発表することができる。
単元目標

【主体的に学習に取り組む態度】
〇率先して話し合いに参加しようとしている。

使用したツール
準備物

Keynote、ロイロノート・スクール

プログラミング
ツールタイプ

アンプラグド

タブレット端末（全員分）
、ホワイトボード、ワークシート、カード
実践の概要

本実践では、２学期から取り組んできた玉ねぎ染めのまとめとして、学んできたことを振り返り、時系列
に沿って順番にロードマップを作成することに取り組んだ実践である。
これまで玉ねぎ染めを通して、色の染め方、模様の付け方、洗濯の仕方、玉ねぎの皮と芯の仕分けなど、
様々な活動に取り組んできた。今回は、玉ねぎ染めのまとめとして、今まで取り組んできた学習を振り返れ
るようにロードマップ作りを行うことにした。１学期に作成した時と同様に、指
導者が始まりと終わりを設定し、その間の出来事を埋めていく。タブレット端末
や写真などを活用しながら学習を振り返っていく。時系列どおりにカードを並べ
ロードマップを作成することが本時の内容である。ロードマップ作りを通して、
生徒同士で話し合い、考え、試行錯誤しながら粘り強く学習に取り組む力を伸ば
していく。
成果と課題（児童生徒の変容等）
○生徒が主体的に話し合い、各々の意見を出し合うことができた。
○具体物を使うことによって、鮮明に思い出すことができた。
○なかなか作業工程を思い出せない生徒に対して、他の生徒が助言するなどして協力して思い出すことがで
きた。
▲矢印を貼る際に貼る方向が分からず、数名が混乱していた。
▲記録係が間に合わず、指導者が介入する場面があった。生徒主体の司会にするためには、説明の仕方に工
夫が必要であった。

「思考する力」を育む 実践事例集
学部・学年
教科 単元名

中学部７組（１～３年生）

発達段階

Ｃ段階

学習活動
分類

数学「時刻と時間」

Ａ

つけたい力

課題に取り組む際、まず自分で考える。その後、考え方がわからなかったり、解答の間

（思考する力）

違いを修正できなかったりする場合には、わからない箇所を明らかにし、自ら質問して解
決しようとすることができる。

単元計画

第１次

時刻と時間（本時 ４/15）

10 時間

全 15 時間

第２次

速さ

５時間
【知識・技能】

〇12 時間制と 24 時間制の考え方の特徴を知る。
単元目標

【思考力・判断力・表現力等】
〇数直線を用いて時刻や時間を表し、課題の解決に生かす。
【主体的に学習に取り組む態度】

使用したツール
準備物

プログラミング

特になし

ツールタイプ

アンプラグド

なし
実践の概要

本単元では、時刻と時間の表し方やその求め方について学習することで、「日」「時間」
「分」
「秒」といっ
た単位について理解し、活用できること目指して取り組んだ実践である。時刻や時間に関わる計算は抽象的
になりやすい。そこで、数直線を活用することで、時刻や時間を具体的に可視化し、生徒が考えやすくなる
よう工夫した。いずれの単元においても、以下のように考えながら指導した。
・問題がわからない時には諦めずに試行錯誤すること、わからない点を明らかにし的確に質問できること
を大切にするよう生徒に指導する。そのため、問題の条件を理解したり、自分の考えを相手に伝えるこ
とができたりするよう、言語能力の向上を目指し、指導する。
・問題の条件を分割し、題意を満たすような計算式や解答に落とし込むために組み合わせるといった思考
を大切にする。
・四則演算の筆算で計算する過程は、プログラミング的思考にほかならないことを認識して指導する。
成果と課題（児童生徒の変容等）
○「１日を秒に換算する指導」に時間が掛かり過ぎた。単位換算の計算において、「６０を掛ける」意味を、
生徒の発言を元に６０の累加により説明できたことは、生徒の興味を引き出せたと考える。
○単位換算の計算の指導で、掛け算の有用性を伝えることができた。このことは掛け算の逆演算（割り算）
を行って単位換算する意味も含むので、今後の指導に生かす。
○「半時間」とは「１に対する割合０.５」を考えることなので、線分の長さで割合を考える説明をしたが、
理解を進める指導にはならなかった。知的障害生徒に対して割合や時刻、時間といった“目に見えないも
の”を指導する際の工夫が不十分であった。今後の課題である。
○ペアを作り、生徒同士で話し合い理解を深める活動を、より多く取り入れる授業展開を考える。
○抽象的な思考や一般化が難しいという特徴がある知的障害生徒に対し、プログラミング的思考（教育）を
「どのように」また「どの程度まで深く」指導し理解を求めるのか、さらに研究が必要である。
○今回の公開授業ではＩＣＴ機器は使わなかったが、ＩＣＴ教育とプログラミング教育の違いを議論する必
要があると感じた。

「思考する力」を育む 実践事例集
学部・学年
教科 単元名
つけたい力
（思考する力）

中学部８組（２、３年生）

発達段階

Ａ、Ｂ１段階

学習活動

Ｂ

分類

生活単元学習「クリスマスコンサートに向けて」
視線や表情、発声等で相手に思いを伝えることができる力
第１次

オリエンテーション

１時間

単元計画

第２次

クリスマスの製作 （本時 １/２）

２時間

全６時間

第３次

発表練習

２時間

第４次

コンサート本番

１時間
【知識・技能】

〇友達のためにクリスマスカードを作製することができる。
【思考力・判断力・表現力等】
単元目標

〇デザインを考え、自分の好きな材料を選ぶことができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
〇司会進行や挨拶係など、役割に進んで取り組もうとする。
〇自分の思いを視線や表情、発声等で伝えようとする。

使用したツール
準備物

プログラミング

PowerPoint

ツールタイプ

アンプラグド

ＶＯＣＡスイッチ、ＰＣ、画用紙、フェルト、シール、メッセージ紙
実践の概要

本実践は、12 月にある「クリスマスコンサート」に向けての取組で、クリスマスコンサートは、年に３回
（学期末ごと）行っている小・中・高の重度重複学級の合同授業のうちの１つである。
本単元では、クリスマスコンサートに向けた準備を５回に渡り行った。まず、オリエンテーションで日時
場所、メンバー、予定などを確認し、クリスマスコンサートに向けての意識を向けるようにした。クリスマ
スの歌を聴いたり歌ったりして、クリスマスという季節の行事を改めて
知り、コンサートへの期待感をもてるようにした。
クリスマスツリーの製作では、ツリーの飾りや、他学部の友達にプレ
ゼントするメッセージカード作りに取り組んだ。いくつかの材料（台紙
の色、ツリーのフェルト素材の組み合わせ方、メッセージ紙、シール）
から自分の好きなものを選び、それらの材料を使ってツリーの飾りやメ
ッセージカード作りを進めた。選択場面を多く設定することで、自分の
思いを視線や表情、発声等で相手に伝える経験を増やし、「思考する力」につなげるように指導した。
成果と課題（児童生徒の変容等）
〇全員で台紙を選ぶ時に、
「はい」と発声で選ぶことができた。
〇ツリーの色や飾りの色を視線や首を振ることで選ぶことができた。
〇注意が逸れながらも作業に戻ることができた。
〇ある程度のところで生徒の意思表示を指導者が意味付けることで、選ぶことに疲れないようにした。
▲個人のスピードで作業できるように材料をまとめてそれぞれに配付するようにしたが、選択肢が多く、提
示するのに時間を要した。選択肢を絞る必要があった。
▲普段と違う環境（人に見られる、ビデオを撮られる）に注意が逸れることがあった。

「思考する力」を育む 実践事例集
学部・学年
教科 単元名
つけたい力
（思考する力）

高等部１、２組（１～３年生）

発達段階

Ａ段階

学習活動
分類

自立活動 からだの学習「動物になろう」

Ｂ

カ）
・繰り返すことで自分の思いや考えを表出する力
・繰り返すことで分かってできる力
・五感で感じたことを表現する力
・状況に応じて工夫する力

単元計画

第１次

からだの学習「動物になろう」 （本時 22/25）

25 時間

全 25 時間
【知識・技能】
〇手足を伸ばす、腰をひねる、ボールを蹴る等の感覚を知ることができる。
〇身体の各部位を知る。
【思考力・判断力・表現力等】
単元目標

〇指導者の言葉掛けや支援により身体のどこを動かすかを意識して取り組むことができ
る。
〇遊具の揺れや跳ねる等の感覚を味わいながら、自分の気持ちを表情や言葉で表現するこ
とができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
〇指導者の言葉掛けや支援により、自分で体操しようとする。

使用したツール
準備物

プログラミング

特になし

ツールタイプ

該当なし

イラストカード、ボール、バランスボール、ブロック、トランポリン、スライディングシ
ート、ターザンブランコ、バランスボード、ハンモック
実践の概要

本実践は、重度重複学級におけるからだの学習を通して「思考する力」を育むことをねらいとして行っ
た。本学級の生徒は、拘縮や変形、側弯の進行が見られ、身体を動かすことに課題がある。その進行を遅ら
せるために、日々ストレッチや体操等に取り組んでいる。本学習においての体操は、身体のどこを動かすの
かを考えて、自身で身体を動かすということを目標に行っている。また、どこを動かすのかが分かりやすい
ように言葉掛けをしたり、動きを引き出しやすいように姿勢作りを行ったりしている。
遊具の活動においては、トランポリンで跳ぶ感覚やブランコで揺れる感覚等を日々
の生活であまり経験できないため、活動を通して味わうことができるように設定した。
遊具を選ぶ際には、タブレット端末の動画を見たり、聞いたり、具体物に直接触れた
りして、やりたい活動を選べるようにしている。また、遊具を揺らすときには、強弱
をつけたり、揺らし方を変えたりしている。
成果と課題（児童生徒の変容等）
〇繰り返しの活動の中で、身体のどこを動かすのかを意識して考えて取り組むことができた。
〇遊具の活動では、普段味わうことのできない動きを経験することができた。嬉しさや驚きの表情等、自分
の気持ち表出することができた。
▲体操では、模倣することが難しいので、それぞれの実態や課題に合わせて体操を行った。個々の課題に合
わせて十分に取り組めていない動きもあったので、より個々の課題に合わせた指導ができるように工夫し
ていくことが必要である。

「思考する力」を育む 実践事例集
学部・学年
教科 単元名
つけたい力
（思考する力）

高等部２組（１、２年生）

発達段階

Ａ段階

学習活動
分類

生活単元学習「お店屋さんをしよう」

Ｂ

カ）
・繰り返すことで自分の思いや考えを表出することができる力
・繰り返すことで分かってできる力
・五感で感じたことを表現することができる力
・おかれている状況で工夫する力

単元計画
全 11 時間

第１次

「入浴剤を作って配達しよう」の導入

１時間

第２次

開店準備（入浴剤作りの練習、配達に行く先生の決定、タブレット端末

２時間

の操作練習）
第３次

入浴剤作り＆配達

（本時 ４/５）

５時間

第４次

まとめ（振り返り、感想アンケート作り、お礼とアンケート）

３時間

お店屋さん 開店
【知識・技能】
〇入浴剤作りの行程に見通しを持ち、手指や道具を使って指導者と一緒に入浴剤を作るこ
とができる。
○タブレット端末を活用し、お客さんとやりとりすることができる。
単元目標

【思考力・判断力・表現力等】
〇素材の感触を味わったり、お客さんとやりとりしたりする中で感じたことを表情や声、
身体の動きで表現する。
〇作りたい入浴剤の色、香り、形などを自分で選ぶことができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
〇相手を見て、笑顔を見せたり、口や体を動かしたりしてやりとりしようとする。

使用したツール

プログラミング

特になし

該当なし

ツールタイプ
準備物

入浴剤作りの材料、道具一式、指導者カード、タブレット端末、ビッグスイッチ、
無線マウス
実践の概要

本実践は、昨年度から取り組んできた「パン屋さんをしよう」の実践を入浴剤作りに変えて取り組んだ。
自分たちで作ったものを配達し、喜んでもらうことで達成感を感じることができ、さらなる意欲につなげた
い。
まず、手浴をして入浴剤の効用を体験させ、手本のスライドを見せることでタブレット端末に興味をもて
るように開店の準備を進めた。また、数名の指導者の動画を見せ、それぞれ配達したい指導者を選ばせた。
つぎに入浴剤作りにおいては、作りたい色や形、香りを毎回選ばせ、それぞれオリジナルの入浴剤を作る
ようにし、思考を働かせ表現する機会を大切にした。自分が作った入浴剤のお試しとして、手洗いもかねて
手浴を取り入れた。自分が何を作ったのかがよくわかり、泡が出る様子に興味を示していた。
配達時には、アプリ「keynote」を使いコミュニケーションの代替として使用し、配達の進行（あいさつ、
入浴剤の紹介、製作中の写真、お礼）をしている。指導者と一緒にタブレット端末をタップする生徒や、自
分の力でビックスイッチを押せる生徒がいる。スイッチを押してスライドをめくる役割を担当した。
作って配達するまでの流れが 1 日で完結することは、生徒にとってわかりやすい。
まとめとして、指導者への感想アンケートを作る時には、Ｔ・Ｒに内容を考えさ
せ、思考する力を追求していく予定である。
授業ごとに指導者間で課題を出し合い改善していく中で、授業の流れがスムーズ
になり、生徒たちも自信をもって取り組んでいる様子が見られている。

成果と課題（児童生徒の変容等）
【成果】
１．思考する力に関わって
・重度の生徒にとって、
「選ぶ」というのは思考する力の基本である。入浴剤を作る際には、毎回それぞれが
好きな形や色、香りを選ばせてオリジナルの入浴剤を作るようにしたが、繰り返す中で、どの生徒もしっ
かりと表現することができた。時にはこだわりを見せたり、毎回異なる組み合わせを選んだりと、日々大
切に取り組んできた「選ぶ」という活動が定着してきたと感じた。
・まとめとして感想アンケートの内容を考えさせた。Keynote のスライドに様々な項目を事前に入れておき、
一人ずつ「このスライドのこの項目はいる？いらない？」を選ばせ、オリジナルのアンケートを作らせ
た。活動当初は、Ｔ・Ｒに考えさせるのが目的であったが、Ｋ・ＴやＫ・Ｒもしっかりと意思表示し考え
ることができた。
２．ＩＣＴ・ＡＴの活用について
・タブレット端末は予想以上に効果的であった。Ｋ・Ｔは新しい活動に興味津々で、どの生徒も自分が入浴
剤を作っているときの写真が紹介されることに期待感をもち、自分の口で伝えようとする姿が見られた。
言葉だけでなく、スライドをお客さんと共に見て共有することでコミュニケーションの代替となった。
・タブレット端末の操作においては、無線マウスを使用することでスイッチを押してスライドをめくること
が容易となり、Ｔ・Ｒは昨年よりも自信を持って取り組んでいた。
・アンケート作りでは、スライドの項目を選んで消したり、つけ足したりすることが容易にできた。
３．主体性に関わって
・配達の活動にはどの生徒も意欲的で、相手をしっかりと見て、声を出したり、口や体を動かしたりして、
自分で頑張ったことを伝えようとする姿が見られた。また、指導者が他の生徒とやりとりをしていて待っ
ているときには、
「僕も頑張った！」と声を出したり、顔を向けたりしてアピールする姿があった。
・Ｔ・Ｒは自信をもって笑顔でやりとりができた。Ｋ・Ｒは言葉掛けだけでスイッチを押すことができた。
Ｋ・Ｔはタップするときにタブレット端末の画面と相手とを交互に視線を向けていた。
４．その他
・２学期に取り組んだパン作りの取組と授業の流れを同じにしたことで、生徒も見通しをもち取り組めた。
・粉の感触だけではなく、水をかけた時の色の変化や、手浴時の泡の出る感触、アロマの香りなど、五感に
働きかけることができた。
・手元や周りが見えにくいＫ・Ｒは、鏡を効果的に活用することで、わかってできるようになってきた。
・よい香りがして泡が出る入浴剤は、足湯に毎日取り組んでいる小学部の友達に大好評で、お礼を伝えに来
てくれたり、使用した様子の動画を見せに来てくれたりと交流が広がった。それを受け、分校の友達や指
導者を招き、入浴剤のお店屋さんを開店し、たくさんの人たちとのやりとりへと広がった。
・お客さんとして対応してくれた分校の指導者の協力が不可欠であった。生徒の実態を熟知した上で、ほめ
たり、励ましたりしてくれたことで、生徒のやる気をより引き出してもらえた。
【課題】
・パン作りよりも製作工程が単純で、感触や手指の操作性において物足りなさがある。特にＴ・Ｒは様々な
道具を使ったり、パン生地を丸めたり、トレイに置いたりする際に工夫しようとする力が見え始めたので
今回はその力を追及できなかったことが残念である。
・入浴剤作りの工程において、型押しは生徒には難しい課題のため、指導者の活動にならざるをえない。
・パン作りの代わり３学期になってから取り組んだため、準備として帽子や看板などを作る時間を十分にと
れなかった。急遽お店屋さんを開くことになったが、日程の関係でアンケートの内容を考えるのと同日に
行ったため、活動への負担が大きくなった生徒もいた。計画的に取り組む必要があった。

「思考する力」を育む 実践事例集
学部・学年
教科 単元名

高等部４組（１～３年生）

発達段階

・提示された情報を活用して行動する力

（思考する力）

・経験の中から自己選択する力

全 20 時間

学習活動

自立活動（踊る“体”操作線！～ボディ・イメージを拡大せよ～）

つけたい力

単元計画

Ｂ１、Ｂ２段階

分類

Ｂ

第１次

ぶつからネーゼ【周りとの距離】

６時間

第２次

ぶつからネーゼ【ボディ・イメージの拡大とは？】

６時間

第３次

ぶつからネーゼ【様々なシチュエーション】

（本時 ８/８）

８時間

【知識・技能】
〇周りとぶつからない場所を見つけたり、動いたりすることができる。
単元目標

【思考力・判断力・表現力等】
〇周囲の状況変化を捉えて、行動を調整することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
〇ぶつかっても、再挑戦しようとしている。

使用したツール
準備物

プログラミング

特になし

ツールタイプ

アンプラグド

紅白玉４ ラバーリング同一色３・異色各４ ホワイトボード タブレット端末
ボディ・イメージが拡大する物【ダンボール箱（大） 長椅子 モップ バケット
エコバック（荷物を入れて体積を大きくしたもの）

斜めがけボストンバック など】

実践の概要
本実践は、実生活に近いシチュエーションの中で、体験的に拡大したボディ・イメー
ジを養う学習である。
本学級の生徒の多くは、ボディ・イメージの乏しさに課題がある。そのため高等部段
階では、基盤となるボディ・イメージよりも、生活に身近な拡大したボディ・イメージ
を鍛える方が効率的であると考えた。両脇に抱えた荷物の運搬、長椅子の移動、傘や長
尺物の移動、開いた扉にぶつからないなど、様々な物や道具、環境を設定し、前後上下
左右に広がる感覚を研ぎ澄ませ、安全かつ快適に生活を送れる要素の一つとなるよう、
実際の場面を想定しながらロールプレイングして学習を積み重ねている。
成果と課題（児童生徒の変容等）
○実生活に結びつき、生活に身近な道具を使った内容で、生徒が興味・関心、親しみをもって活動に臨むこ
とができた。
○周囲の動きに合わせて、声を掛ける、譲るといった動きがでてきた。
○本単元を基礎的な力を養う自立活動と具体的な力を養う自立活動の二つの視点で考えると後者にあたる。
○つけたい力が明確で生徒にもわかりやすかったため、生徒たち自身でアウトやセーフの判断をし、考える
ことができた。
○合言葉を設けることで、
「ぶつからない」という意識付けができた。また、授業内容を思い出したり、様々
な知識を結びつけたりするきっかけの言葉となった。
▲般化がなかなか難しい。授業時間内では意識できていても、場面が変わると意識できないことがある。合
言葉を指導者が積極的に使いながら、日常生活の中で意識させたい。

「思考する力」を育む 実践事例集
学部・学年
教科 単元名

高等部５組（１年～３年生）

発達段階

・提示された情報を活用して行動する力

（思考する力）

・経験の中から自己選択する力

全 20 時間

学習活動
分類

自立活動 「まいづる王」

つけたい力

単元計画

Ｂ２段階

Ｂ

第１次

「まいづる王」の動き方や流れの確認

３時間

第２次

お題のジャンルを分けてクイズ

５時間

第３次

お題のジャンルをバラバラにしてクイズ大会 （本時２/12）

12 時間

【知識・技能】
〇提示された写真の特徴を捉え、ヒントとして説明できる。
【思考力・判断力・表現力等】
単元目標

〇提示されたヒントを見て、写真の内容を考えることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
〇皆でたくさん問題を解こうとしている。

使用したツール
準備物

プログラミング

特になし

ツールタイプ

アンプラグド

モニター、タブレット端末、ホワイトボード、ヒントカード、早押しピンポン
実践の概要

本実践は、答える側（１人）とヒントを出す側（４人）に分かれ、答えるたびにローテーションし、全員
でより多くの問題を解く活動である。
答える側の背面には、画像を表示したＴＶを置き、ヒントを頼りに何の画像かを答えるのだが、学習当初
はなかなかヒントを出すことができず、５分間で３、４問しか解くことができなかった。そこで、ＴＶの隣
に様々なヒントを出すための「ヒントカード」を提示した。現在はお題のジャンルを絞り取り組んでいる。
目標としては、
「ヒントを出すこと」
「答えること」よりも、「答えを言わない」「伝わるようにゆっくりはっ
きり発言する」
「ヒントをしっかり聞き取る」ということに重点を置き、取り組みたいと考えた。
現時点での支援としては、ヒントをホワイトボードに書き写すこと、ヒントに詰まった際にヒントとなる
２、３択の質問をするといったことを行っている。
成果と課題（児童生徒の変容等）
○参観者が気になり、１つ目のお題は上手くヒントが出せなかったり、答えを導き出せなかったりしていた
が、２つ目のお題では、ヒントを上手く伝え、自分の経験の中から答えを導き出していた。お題は、自分
の経験の中から選択・答えることができるものにし、出しやすい・答えやすいものを用意する。
〇生徒が画面を見て答えたヒントをホワイトボードに書いていたが、ホワイトボードに書く前に自分でヒン
トを聞いて理解し、答えを導く姿も見られ、自分で聞いた情報をもとに答えることができた。
▲ヒントが出ても物の名前がわからないことがあったため、回答者側の選択肢も用意する必要があった。
▲ヒントを挙手制にして意欲的な参加を試みたり、ジェスチャーなどのヒントを取り入れたりしながら活動
を発展させていきたい。

「思考する力」を育む 実践事例集
学部・学年

高等部６組（１～３年生）

教科 単元名
つけたい力
（思考する力）

発達段階

Ｃ段階

学習活動
分類

国語科「書き初め」

Ｂ

伝えたいことを順序立てて組み立てる力

単元計画

第１次

マインドマップを使い、自分の好きなことや目標を書き出す

２時間

全５時間

第２次

書きたい言葉を決め、書き初めに取り組む（本時 １/３）

３時間

【知識・技能】
〇自分の目標について考えを書き出し、考えを整理することができる。
【思考力・判断力・表現力等】
単元目標

〇自分の好きなことや興味のあること、自分の目標などについて言葉で表現することがで
きる。
〇言葉に応じて文字の大きさや配置を考え、書くことができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
〇マインドマップに自分の考えを表そうとしている。

使用したツール
準備物

プログラミング

Simple Mind

ツールタイプ

アンプラグド

タブレット端末、ワークシート
実践の概要

本実践では、
「自分の目標」をテーマに書きたい言葉を考え、書き初めに取り組む。本学級の生徒は、活発
にコミュニケーションをとることができる生徒が多い一方で、考えをまとめて伝えることが苦手な生徒もい
る。そこで、タブレット端末のアプリ「Simple Mind」を活用し、テーマに関する言葉をたくさん書き、考え
を整理できるように工夫した。考えを言語化することが苦手な生徒には、個別に言葉掛けをしながら、適当
な言葉で表せるようにした。
また、これまでは決められた位置に正しく文字を書く活動が多かったが、今回は文字の大きさや配置を決
める活動にも挑戦する。見本の作品を見て、配置のイメージがもてるようにし、複数の文字や言葉をどのよ
うに配置するのかを考えていく。自分が書き表したい言葉を選ぶ場面や、文字の配置を決める場面を通して
「思考する力」を育んでいく。
成果と課題（児童生徒の変容等）
〇いつもは時間が掛かる生徒がマインドマップに事前に記入していたことで、あまり迷うことなく言葉を選
ぶことができた。
〇文字の配置に関しては、ポイントを事前に示したり、例を提示したりすることで決めることができた。
▲配置例を示したことで、安易に例とまったく同じ配置にしてしまう生徒が２名いた。もう少し自分で工夫
したり、じっくり考えたりするためにはどうしたらよいのかを考えたい。
▲手書きまたか Keynote を使って文字の配置を決めさせようとしたが、結局生徒全員が手書きの活動を選択
した。
〇発表のためのプリントを準備したことで、大勢の人を前に自信をもって発表することができた。

「思考する力」を育む 実践事例集
学部・学年

高等部８組（１～３年生）

教科 単元名

国語科「道案内をしよう」

つけたい力
（思考する力）

単元計画
全 19 時間

発達段階

Ｃ段階

学習活動
分類

Ｂ

伝えたいことを順序立てて組み立てる力
第１次

プログラミングカーの使い方

４時間

第２次

道案内の文を読んで、目的地を考える

６時間

第３次

道案内の文を考え、相手に伝える （本時 ５/６）

６時間

第４次

校内で道案内をする

３時間
【知識・技能】

〇目的地への道順を整理して組み立てることができる。
【思考力・判断力・表現力等】
単元目標

〇伝えたいことを順序立てて考えることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
〇友達と相談しながら、道案内の文を考えようとしている。

使用したツール
準備物

プログラミング

プログラミングカー

ツールタイプ

タンジブル

ワークシート、プログラミングカー、タブレット端末
実践の概要

本学級の生徒は、日常的にコミュニケーションが活発にとれるが、考えや思いがあってもうまく伝えられ
ず、会話が成立しないことがある。そこで、
「伝えたい内容を整理し、順序立てて話す」ことを目標に本単元
を設定した。
本実践は、タンジブルタイプの「プログラミングカー」を活用して取り組んだ。「○の方向に進む。」「○の
角を右に曲がる。
」など、目印や曲がる方向を意識すること、必要なこと
を順序よく組み立てることをポイントに、道案内の文を作ることに取り組
んできた。本時は、相手に道案内の文を伝え、相手が正確に再現してくれ
るかを検証する。振り返りを行いながら取り組むことで、伝えたいことを
順序立てて伝えることができているのか、生徒自身が気付き思考する力を
育んでいく。
成果と課題（児童生徒の変容等）
〇思考を可視化することで、自分の考えたルートをわかりやすく相手に伝えることができた。
〇プリントやタブレット端末を使用して、話し合いが円滑に進むよう支援することができた（指導者の言葉
掛けが最小限で授業を進められた）
。
▲生徒同士で伝え方や聞き方の方法がアドバイスできるような支援や言葉掛けが必要であった。
▲日常で行う道案内とプログラミングカーを使用して行う道案内では指示の仕方に違いがあり、般化が難し
かった。今後も生徒たちが「順序立てて伝えることができた」と感じられるような活動をしていきたい。

「思考する力」を育む 実践事例集
学部・学年
教科 単元名
つけたい力
（思考する力）

単元計画
全８時間

高等部９、10 組（２、３年生）

使用したツール
準備物

Ｄ段階

国語科 「ディベート」

学習活動
分類

Ｂ

自ら課題に向き合い、考えようとする力(姿勢・態度の土台作り)
第１次

・プレディベート

４時間

第２次

・調べ学習
・主張をまとめる
・ディベート本番

３時間

第３次

単元目標

発達段階

（本時 １/１）

１時間

【知識・技能】
〇ディベートの進め方を理解している。
【思考力・判断力・表現力等】
○議論の流れを理解し、事前に考えた意見を順序立てて主張することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
〇ルールを守ってディベートに取り組もうとしている。
プログラミング アンプラグド
ディベートボード
ツールタイプ
・ディベートボード（２）
・ＰＣ（２）

・ホワイトボードマーカー（２）
・評価シート（２）
実践の概要

・大型ＴＶ（２）

本実践は、コミュニケーション能力の向上を目的としてディベート式討論に取り組んだ。本グループの生
徒は、自分の気持ちを冷静に順序立てて伝えることが難しい生徒が多く、その時々の感情に任せたやりとり
からトラブルになったり、思いが十分に伝わらないことから感情的に不安定になったりする場面が多い。本
単元を通して、自分の意見だけを一方的に話すのではなく、他者と理性的に論理的な話し合いができる力を
付けていきたい。ディベートの目的は多岐に渡るが、論理的な思考力を身に付けたり、聞く力を身に付けた
りすることが主として考えられる。
第１次では、ディベートの流れを理解することを目的として、２本のテーマでプレディベートを行った。
第２次では、本番ディベートのテーマとチーム分けを発表し、それぞれ事前学習を行った。インターネッ
トを活用して資料や情報を収拾し、それを元にチームで相談しながら立論を構築していった。この段階で、
調べた内容を自分たちの言葉でまとめさせることで、調べた根拠に対する理解を深められるようにした。
第３次は、ディベート本番である。既存のルールを生徒の実態に合わせて工夫した。①肯定側立論→②否
定側立論→③肯定側質疑→④否定側質疑→⑤肯定側最終弁論→⑥否定側最終弁論→⑦判定
本グループのディベートでは、公平な判定をすることを理由として、判定者は指導者が担当した。本研究
授業では立論の主張からである。
成果と課題（児童生徒の変容等）
○大型 TV に要約した主張を提示したことで、議論の流れが視覚的に分かり、反対意見を考える際の参考にな
っていた。それにより生徒が｢分かった｣と感じる場面が設定できた。
〇ディベートボート上で主張カードを実際に操作させたことで、相手の意見に対応した反論を考えようと意
識している様子が見られた。
○感情的にならず、ルールを守って落ち着いて議論する様子が見られた。
▲『日本人が朝食で食べるならごはんかパンか』というテーマに関する深まりが感じられなかった。
「食べる
際の手間」に関する議論が膨らみ、事前に調べていたデータ（数値）が多かった「健康面」の議論をする
時間が少なかった。
▲生徒の中で、｢論理的思考とはこういうこと｣というイメージを掴むことができ、日常生活に生かそうとす
るといった意識までは至らなかった。般化までを見通した指導をしていかなければならない。
▲指導者（司会）の役割を、段階的に生徒にさせてもよかった。教師が議論に入らなくても、対等に進めら
れる手立ての工夫が必要である。
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