
小学部 事例 No.１ 

遊びの指導「校外学習へいこう！」 

 

 

 

対象 小学部 ２－６年生  計４名 

活動内容 

 

見る活動（校外学習関連の写真・釣り人シルエット） 

歌遊び、魚釣りゲーム（竿・網） 

校外学習 

                    など 

単元計画 

【第一次】 

事前学習 

 

 

 

【第二次】 

校外学習当日 

 

【第三次】 

事後学習・南キャンパスとの交流 

 

 

 

 

単元の概要 

「校外学習に見通しや期待感を高めて向かう」こと

を目的に、当日の活動に沿って取組を設定しました。

見る活動やゲームをとおして、当日を少しイメージす

ることができたり、経験の少なかった道具（釣り竿）

の使い方に慣れたりすることができました。また、普

段のクラス集団より少し大きな集団の友達を意識す

る姿も見られ、一緒に楽しむ経験になりました。 

交流及び共同学習とのつながり 

 一緒に歌遊びやゲーム等の同じ活動に向かったり、同

じものを見たりするという、場や目的の共有から自然な

交流ができればと考えました。また、普段から１対１で

関わる活動だけでなく、多人数で取り組む活動も設定し、

もっている力を発揮できる関わりを広げていきたいと考

えています。 

日々の教育活動とのつながり 

日常生活の指導 体調の安定／見聞きすること 

特別活動 校外学習 

自立活動 姿勢の保持／歩行器での歩行／手腕の動き／活動の見通し 

共生社会へのつながり 

クラス集団の慣れた環境で積み重ねてきた力を、少し大きな集団のなかでも発揮できるようになることが社会

で生きる力につながっていくと考えています。高校生との授業交流も含め、自分の力を発揮できる場面を広げて

いきたいと考えています。また、人との関わりの面だけでなく、初めての場でも活動できる「場の広がり」も同

様に大切だと考えており、校外学習等の新たな場での新たな生活経験を積むことも、共生社会でよりよく生きる

ことにつながっていくと考えています。 



 

交流及び共同学習の取組とのつながり 
 

エピソード 

 前期の授業交流の際には、教師が声掛けや一緒に活動することが多く、児童・高校生共に緊張している様子が

見られました。しかし、後期の授業交流では、昼休み交流をとおして関係性が深まっている生徒も含まれており、

高校生から児童に積極的に話しかけたり、児童が高校生の関わりを受け止めて一緒に活動したりする姿が見られ

るようになりました。 

授業後の休憩時間には、児童が好きな絵本の読み聞かせやボール遊びをして過ごしました。そのなかで、児童

から高校生に関わりを求めたり、要求を伝えたりする等の姿が見られ、児童と高校生との距離感が縮まったこと

で自然な交流の姿が見られました。 

 授業交流当日は高校生や参観者が気になり、魚釣りの前半も高校生の言葉掛

けに耳を傾けることが難しかった児童 A。何度も話しかけられるなかで次第に目

の前にいる高校生を意識し始め、「もう１匹釣る？」に笑顔で応え、「ギュー

して。」の言葉に合わせて竿を握ることができました。最後には、「おしまい

にする？」に返事をして手を広げて竿を離し、高校生とやりとりをする姿が見

られました。 

 

     

授業交流の全体会場でのことです。大きな集団の中では気持ちが高まりやす

く、周りとの関わりがもちにくいことの多い児童 C ですが、この日は C と向か

い合って座ってくれた初対面の高校生の手を自ら取りに行き、引き寄せながら

指を合わせるように要求を伝えていました。これは C の好きな「いとまき」の

手遊びを要求する表現ですが、このような場面でそれを伝えられたことは初め

てのことでした。 

 

   

 

ペアになった高校生が、丁寧に言葉掛けをしたり、歩行車での移動に対して

ペースを併せて歩いてくれたので、児童 D もペアの高校生を意識して活動に取

り組んでいました。 

授業後に一緒にボール遊びをした際には、高校生を意識してボールを投げる

等、お互いに関わり合いを深めることができました。 

日々の教育活動が生かされた点 

日常生活や遊びの指導、自立活動では手指や身体を使った活動、友達や教師とやりとりをしながら場や目的を

共有することを大切にしてきました。校外学習への見通しや期待感を高めたり魚を釣り上げるイメージをもった

りすることができるように、繰り返し事前学習を取り組んできました。その結果、校外学習でも池や竿を見なが

ら腕の曲げ伸ばしをする等して魚釣りや鯉の餌やりを体験することができました。また、授業交流では何度も経

験してきた活動に対して自信をもち、高校生の言葉掛けを聞いて手腕を動かしたり、言葉や表情、発声などで応

えたりすることができました。 



単元名 遊びの指導 「校外学習へいこう！」 

生徒の 

実態 

肢体不自由と知的障害を併せ有する児童４名で、発達段階は A段階から B段階である。全員座位保

持椅子を使用しており、医療的ケアを必要とする児童が２名いる。姿勢運動では臥位からバニーホッ

プやいざりで移動できたり、歩行器で自力移動できたりする児童までがいる。 

今までの取組から、特に慣れたクラスメイトや教師集団の中では、豊かに気持ちを表出できる力が

ついてきている。関わる人や物事に対しての受け止めの幅も広がり、周囲の様子にもよく目を向け、

集団を意識する力もついてきている。しかし、まだまだ緊張してもっている力を出し切れない姿も見

られる。今後も様々な人と関わり、活動の場を広げていくなかで、学校や家庭以外での生活経験を継

続して積んでいくことが必要である。 

単元 

目標 

・事前の活動に取り組むなかで、校外学習の内容に見通しや期待感をもつことができる。 

・ゲームを楽しみながら、身体を動かすことができる。 

・校外学習で、初めての場所や活動に取り組み、生活経験を広げる。 

・繰り返し取り組んだ活動をもとに、高校生と一緒に活動できる。 

・集団の中で、自ら関わりをもとうとしたり、活動に取り組んだりできる。 

交流及

び共同

学習の

視点 

 校外学習への見通しや魚釣りへのイメージをもつことができるように事前学習を設定した。事前学

習をとおして、歌遊びや魚釣りゲームなどの活動に対する意欲や自信を高め、自分の気持ちを言葉や

表情、身振りで表出する姿が見られるようになってきた。事前学習で繰り返し取り組んだことを生か

して校外学習の魚釣りを体験してほしいと考えた。事前学習、校外学習で経験や自信を高め、授業交

流の際には高校生の言葉掛けを聞いて手腕を動かしたり、援助を受け入れたりしながら一緒に活動に

取り組んでほしいと考えている。 

単元 

計画 

次 時 内容 日々の教育活動との 

つながり 

第一次 1-3時 校外学習の事前学習 

・見る活動（行き先の写真・釣り人シルエット） 

・歌遊び 

・魚釣りゲーム（釣り竿・網） 

日常生活の指導 

自立活動 

特別活動 

第二次 4時 校外学習当日『南郷水産センター』 

・魚釣り、鯉の餌やり 

・散策 

・食事（お弁当） 

日常生活の指導 

特別活動 

第三次 

 

5-7時 校外学習の事後学習 

・見る活動（校外学習当日の写真・釣り人シルエット） 

・歌遊び 

・魚釣りゲーム（釣り竿・網） 

日常生活の指導 

自立活動 

特別活動 

観点別評価の３観点に基づく評価規準 

知識・技能 
・校外学習に関する問いかけ（行き先や内容等）に、言葉や表情で応答できている。 

・釣りの道具に合った身体の動かし方ができている。 

思考・判断・表現 
・校外学習の初めての場所でも、普段通りに活動や食事ができている。 

・高校生の関わりに対して、表情や動きで気持ちを表出できている。 

主体的に学習に

取り組む態度 
・自ら友達の方に顔を向けたり、手を伸ばしたりして、友達と関わろうとしている。 



個々の 

生徒の

目標・ 

支援・ 

評価 

生徒 個人の目標 支援（手立て） 評価 

A 

知

技 

手を開いたり握ったり、腕

を曲げたり伸ばしたりし

ながら魚釣りをすること

ができる。 

本人の動きに合わせて言葉

掛けをしたり、道具を持ちや

すい位置に動かしたりする。 

釣り竿が手元にあると、自分から右手を開いて

竿を握り、魚（マグネット）を釣ることができ

た。 

思

判

表 

校外学習当日も活動を楽

しみながら普段通りに活

動や食事ができる。 

事前に、行き先や取り組む活

動について写真で示しなが

ら説明する。 

初めての場所でも、魚釣りに取り組み、食事を

することができた。 

主

体 

自ら周りに目を向け、環境

を把握しようとしたり、手

を伸ばしたりする。 

本人の動きを待ち、その動き

に合わせて腕を支えたり、姿

勢を整えたりする。 

校外学習では、餌や鯉に注目しながら餌やりを

することができた。また、魚が竿を引っ張ると

腕を曲げて釣り上げることができた。 

B 
知

技 

釣り竿を握ったり、持ち上

げたりするタイミングを

わかって手腕を動かせる。 

釣り上げる対象物が見える

ように姿勢を整える。 

数回繰り返す中で、活動の意味や竿を動かすタ

イミングを掴んで、自分で手腕を動かそうとす

ることができた。 

思

判

表 

校外学習当日の流れがわ

かって、期待感をもちなが

ら活動できる。 

事前に、行き先や取り組む活

動について写真で示しなが

ら説明する。 

校外学習の流れや内容について、授業以外の場

面や家庭でも話をするなど、期待感を高めなが

ら活動できた。 

主

体 

自ら道具に手を伸ばした

り、気付いたことを言葉で

発したりすることができ

る。 

本人の動きに合わせて言葉

掛けをし、道具の持ち手を動

かす。 

知っていることや感じたことをその場その場で

教師や高校生に向けて話しながら意欲的に活動

できた。 

C     

成果 

課題 

【成果】 

・「釣り竿で魚を釣る」という活動の意味がわかり、釣り竿を握り続けるなどの手腕の動きが上達し

た。 

・事前学習という形で、当日の内容を確認したり流れに沿った活動に取り組んだりすることで見通し

と期待感をもって校外学習当日の活動に向かうことができた。 

・学習集団の中では、自クラスの友達だけでなく、他クラスの友達との関わりも自然と受け入れなが

ら一緒に活動できた。 

・高校生との授業交流では、慣れた活動に取り組む中で、緊張しながらも高校生の関わりを受け止め

て活動できた。 

【課題】 

・身体の動きや認識面に幅のある集団で釣りの活動に取り組むにあたって、個々にあった道具の工夫

や取り組み方の工夫が必要であった。 

つなが

りの 

分析 

 高校生との授業交流で、緊張しながらも普段と同じように活動できたのは、遊びの指導の単元で取

り組んできた内容をベースにしたことで、活動への見通しがもてていたことが関係していると感じた。 

また、普段、クラスでの活動を基本としながらも、他クラスとの合同学習や小学部全体での学習の

機会を週に１回設定していることが、人との関わりや相手を受け止める力につながっていると考えら

れる。その積み重ねてきた力が、初対面の高校生を前にしても発揮され、授業交流での関わりとして

表れたと考えられる。 

 



小学部 事例 No.２ 

遊びの指導「校外学習へいこう！」 

 

 

 

          写真 

対象 小学部 2－5年生  計３名 

活動内容 

 

見る活動（校外学習関連の写真・釣り人シルエット） 

歌遊び、魚釣りゲーム（竿・網） 

校外学習 

                   など 

単元計画 

【第一次】事前学習 

 

 

 

     写真 

【第二次】校外学習当日 

 

 

 

     写真 

【第三次】事後学習 

 

 

 

     写真 

 

単元の概要 

「校外学習に見通しや期待感を高めて向かう」こと

を目的に、当日の活動に沿って取組を設定しました。

見る活動やゲームをとおして、当日を少しイメージす

ることができたり、経験の少なかった道具（釣り竿）

の使い方に慣れたりすることができました。また普段

のクラスの集団より少し大きな集団の活動で、友達を

意識する姿も見られ一緒に楽しむ経験になりました。 

交流及び共同学習とのつながり 

一緒に歌遊びやゲーム等、同じ活動に向かったり、同

じものを見たりするという、場や目的の共有から自然な

交流ができればと考えました。友達を意識したり、物へ

の興味・関心が広がってきたりする中で、１対１で関わ

る活動だけでなく、多人数で取り組む活動も設定するこ

とで、少しでも自ら気持ちを外に向け、高校生に関わろ

うとすることができるようになれればと考えています。 

日々の教育活動とのつながり 

日常生活の指導 安定した体調での活動、緊張をほぐす（ストレッチなど） 

自立活動 様々な姿勢を取ることに慣れる、姿勢の保持、手腕の動き 

特別活動 大集団での活動（小学部集会「やったまクラブ」）、合同学習、校外学習 

共生社会へのつながり 

安心できる友達や担任と、事前学習で実際に行う活動に近い活動をすることで、校外学習へ行った時、リラッ

クスして周りの景色を見たり、釣りをしたりする姿が見られました。 

校外学習での体験で社会経験を広げ、いろいろな人と楽しみや喜びを共感できるようになれればと考えていま

す。 



 

交流及び共同学習の取組とのつながり 
 

エピソード 

遊びの指導を中心として日々の取組を積み重ねていくなかで、児童が自分から人や物に関わろうとしたり、自

ら気付き、そこに注目し集中したりする姿が見られるようになってきました。年度当初は、クラスの友達に対し

てお互いの様子に注目したり声を出したりしていることがありましたが、小集団や大きな集団での取組を経験し

ていくことで、他のクラスの友達や担任にも気持ちを向け、声を出したり、表情を変えて応えようとしたりする

ことが見られるようになってきました。 

授業交流では、初回は児童も高校生もお互いに緊張していましたが、交流を重ねていくうちに、リラックスし

て活動を楽しめるようになっていました。高校生からの働き掛けにしっかり注目することができたり、自分から

手を伸ばし関わろうとしたりする姿が見られました。 

 

 

    写真 

児童 Aは、高校生との授業交流が始まると、すぐに高校生を見ていました。

授業交流では、一緒に粘土を触ったり、色をつけたりして遊びました。粘土を

触っている時は高校生をじっと見たり、笑ったりしていました。 

最後に、畳スペースで Aが寝転んでいる側で高校生が絵本の読み聞かせを始

めると、絵本に注目していました。時折笑顔になったり、手を伸ばして本を触

ろうとしたりしていました。終始リラックスしてお話を聞くことができ、読み

聞かせが終わっても高校生の方をじっと見つめていました。 

 

    写真 

児童 Bは、初めての人から話しかけられると緊張し、表情が硬くなることあ

りますが、何度か交流をしている高校生から声を掛けられると、すぐに笑顔で

応えられるようになってきました。この日の授業交流では、どろどろの粘土を

高校生と一緒に触って遊びました。高校生が「ぐるぐるするとおもしろいよ。」

「ぐい、ぐいとするとこんな模様ができるよ。」などと話し掛けると、高校生

の手元をじっと見た後、自ら腕を動かしていました。高校生が「Bちゃんじょう

ず、すごーい」と言うと、それまで以上に腕を大きく動かしていました。高校

生からの言葉掛けに積極的に関わろうとする姿が見られました。 

 

日々の教育活動が生かされた点 

遊びの指導や日常生活の指導、自立活動などの教育活動で、緊張することなく様々な姿勢での活動に取り組め

るようになってきました。また、小集団や小学部集会など大きな集団での学習経験を積み重ねてきたなかで、ク

ラス以外の友達に視線や気持ちを向け、意識できることが増えました。そして、自ら関わろうと手を伸ばしたり、

声を出したりする姿も見られるようになってきました。担任や身近な大人だけでなく、高校生や初めて関わる人

達に積極的に関わろうとすることにつながりました。人とのつながりが広がりつつあります。 

 



単元名 遊びの指導 「校外学習へいこう！」 

生徒の 

実態 
肢体不自由と知的障害を併せ有する２年生２名、５年生１名がいる３名の集団で、発達段階は A段

階である。姿勢は臥位を中心とし、全員が座位保持椅子（車椅子）を使用して活動している。学習活

動は、その日の体調に左右されることもあるため、生理的基盤を整えることで安定して向かうことが

できる。日々の学習活動で、興味あるものに手を出したり、視線を向けたりするなど主体的な姿が見

られるようになっている。担任を支えにしながら、自らリラックスし気持ちを外に向け続けられるよ

うになることが課題である。 

単元 

目標 

・活動に取り組むなかで、校外学習の内容に見通しや期待感をもつことができる。 

・ゲームを楽しみながら、身体を動かすことができる。 

・集団の中で、リラックスして活動に取り組むことができる。 

・校外学習で、初めての場所や初めての活動に取り組み、生活経験を広げる。 

・繰り返し取り組んだ活動をもとに、高校生と一緒に活動できる。 

交流及

び共同

学習の

視点 

校外学習をリラックスして取り組むために、日常の学習で疑似体験し見通しをもつことは重要だと

考えた。繰り返しの取組で、普段関わっている担任以外の人でも緊張することなく活動を受け止め、

一緒に活動することができ、さらに、活動や友達への興味・関心をもち、人とのつながりを豊かにし

て生活経験を広げていきたいと考えた。 

単元 

計画 

次 時 内容 日々の教育活動との 

つながり 

第一次 ・１-３時 校外学習の事前学習 

見る活動（行き先の写真・釣り人シルエット） 

歌遊び 

魚釣りゲーム（釣り竿・網） 

日常生活の指導 

自立活動 

特別活動 

第二次 ・４時 校外学習当日『南郷水産センター』 

魚釣り、鯉の餌やり 

散策 

食事（お弁当） 

日常生活の指導 

自立活動 

特別活動 

第三次 

 

・５-７時 校外学習の事後学習 

見る活動（校外学習当日の写真・釣り人シルエット） 

歌遊び 

魚釣りゲーム（釣り竿・網） 

日常生活の指導 

自立活動 

特別活動 

観点別評価の３観点に基づく評価規準 

知識・技能 ・校外学習の内容を知り、見通しや期待感をもとうとしている。 

・集団の中でも、リラックスして活動に取り組むもうとしている。 

・初めての場所や初めての活動にリラックスして取り組もうとしている。 

 

 

思考・判断・表現 

 

主体的に学習に

取り組む態度 

・ゲームを楽しみながら、自ら身体を動かそうとしている。 

・繰り返し取り組んだ活動を、高校生と一緒に活動しようとしている。 



個々の 

生徒の

目標・ 

支援・ 

評価 

児童 個人の目標 支援（手立て） 評価 

A 知

技 

事前学習のスライドを注

目して見ることができる。 

部屋を暗くし、明るい部分

（スライド等）を 1か所にす

る。 

見やすいように、スライドの

正面に位置取りする。 

覚醒状態をよくするため身

体に刺激を入れる。 

スライドが始まると、顔を上げじっと見つめて

いた。回数を重ねていくと、スライドを見なが

ら笑顔も見られ、しっかりと注目することがで

きた。 

思

判

表 

主

体 

支え立位で高校生と一緒

に魚釣りゲームをする。 

担任が Aを立位させ、高校生

と一緒に竿を持たせる。 

高校生の言葉掛けで竿を一緒に持てたり、魚を

吊り上げたりすることができた。また、その間、

担任の支えで立位をし続けることもできた。 

B 知

技 

・集団の中で緊張すること

なく活動することができ

る。 

楽しい雰囲気を作る。 

 

 

他の友達や高校生、担任が楽しく活動している

のを見て笑顔が増え、緊張で曲げていた腕を

徐々に伸ばし活動することができた。 思

判

表 

主

体 

高校生と楽しみながら魚

釣りゲームをすることが

できる。 

 

魚釣りゲームで、数秒間一

人で竿を持つことができ

る。 

担任が竿で魚を釣るところ

を見せる。 

高校生に言葉掛けをたくさ

んしてもらう。 

始めは担任と一緒に竿を持

ち、児童の手に力が入り始め

たら担任は手を少しずつ放

す。 

高校生や担任が言葉掛けをしながら魚を釣って

みせると注目し、その後、大きく口を開け笑い

ながら一緒に魚を釣ることができた。 

 

魚釣りゲームをしていくなかで、始めは担任と

一緒に竿を持っていたが、徐々に力が入り、一

人で持つことができた。 

C     

成果 

課題 

【成果】 

・楽しい雰囲気の中での活動を意識し、繰り返し取り組んだ結果、大きな集団でも緊張がほとんどな

くリラックスして活動することができた。 

・物を持つことが難しかったが、ゲームとして楽しみながら竿を持つことができるようになった。更

に、数秒間持ち続けることも見られた。 

・暗い中で光るもの（スライドや影絵）を 1か所にすると、意欲的に集中して注視する姿が見られた。 

【課題】 

・大きな集団になると座位保持椅子での姿勢が中心となるため、児童が可動域いっぱいに体を動かす

活動の工夫や姿勢づくりを追究していく。 

つなが

りの 

分析 

 クラスでは友達や担任とリラックスして活動できるようになり、気持ちも外へ向くことが多くなっ

てきた。集団が少し大きくなっても、緊張する姿が減り、高校生や他のクラスの友達、担任とも自然

な関わりができるようになってきた。また、校外へ出ても、周りの景色を見たり、友達の活動を見た

りと教室での活動と同じような姿が見られた。遊びの指導だけでなく、自立活動をはじめとする、日

常の全ての教育活動が所々つながり、得られたものではないかと考える。 

 

 



小学部 事例 No.３ 

遊びの指導「しゅっぱつしんこ～う！」 

 

 

 

          写真 

対象 小学部 １-２年生  計５名 

活動内容 

 

電車づくり 

見立て遊び 

乗り物遊び 

駅弁づくり  など 

単元計画 

【第一次】 

電車づくり・電車遊び 

 

 

     写真 

【第二次】 

見立て遊び・乗り物遊び 

 

 

     写真 

【第三次】 

駅弁づくり 

 

 

     写真 

 

単元の概要 

子ども達の好きな乗り物をテーマにした遊びで、

友達や教師と一緒に体を使って楽しく遊ぶ経験をし

てほしいと考え、乗り物遊びを単元に設定しまし

た。街に見立てた設定では乗り物に乗り、安心感を

もって教師とやりとりしながら、友達との関わりを

広げていけるように取り組みました。 

交流及び共同学習とのつながり 

繰り返し授業で取り組んできたことで、授業交流では

見通しをもって学習で積み上げてきた力を発揮しながら

自信をもって活動したり、初めて会う高校生と関わった

り、やりとりを楽しむ姿が見られました。 

日々の教育活動とのつながり 

日常生活の指導 身辺自立、朝の会 

遊びの指導 様々な素材や道具を使った製作活動、遊具を使った運動遊び、自由遊び 

自立活動 様々な体の動きや姿勢保持、ランニング、リズムラン 

発語や指さし、身振りで自分の要求や気持ちを伝えたり、やりとりしたりする活動 

手指の操作性の課題 

共生社会へのつながり 

体を使った遊びは体力や運動機能の向上、言葉や対人関係の基礎を育みます。人との関わりをクラス集団から

少しずつ広げていき、友達や教師と一緒にやりとりすることで、自分から相手に気持ちを伝えたい、表現したい

という意欲を高めてほしいと思います。 



 

交流及び共同学習の取組とのつながり 
 

エピソード 

京都八幡高等学校や居住地校との交流は、地域の方との関わりを学ぶ場であり、児童が自分の力を発揮して表

現する場になっています。年度当初は普段と違う雰囲気や、身近な人以外に接すると不安を感じてしまう児童も

多かったですが、交流の回数を重ねていくなかで「一緒にやりたい」と伝えたり、自分から遊びに誘ったりする

姿も見られるようになってきました。校内だけでなく地域との交流に広げることで、体験・経験の広がりや活動

意欲の高まり、人からの関わりを受け止める力が少しずつ付いてきています。 

 

 
 初めての環境や人に対して緊張や不安を感じやすい児童 A。１学期は緊張し

て高校生からの問いかけに答えることができず、安心できる担任のそばで活動

していました。しかし、昼休み交流や居住地校交流等で様々な人と関わる経験

を積み重ねるなかで徐々に打ち解け、２学期には高校生と好きな遊びを介して

一緒に遊んだり、問いかけに対しても簡単な言葉で答えたりすることができま

した。 

 

    写真 

 友達の発表を見る等、座って参加する集団活動が苦手な児童 B。学部全体の

集団活動では、部屋の隅でみんなの活動を見つめたり、衣服を被って顔を隠し

てしまったりと表情も穏やかではありませんでした。しかし、高校生との交流

の場面では、楽しそうな雰囲気に期待感を膨らませ、今まで一度も入ったこと

のないバルーンの中に入ったり、バルーンを持って、みんなと一緒に回ったり

と活動に主体的に参加する姿が見られました。 

 

     

 年に４回程度、居住地校と交流を重ねてきた児童 C。自分から友達に関わる

姿は少ない Cですが、友達からの質問に対して伝え方を工夫しながら答えよう

としたり、同じ幼稚園の友達と手をつないで運動場にある滑り台やシーソーに

案内してもらって笑顔で遊んだりする姿が見られました。交流を重ねるなか

で、「明日は○○小学校へ行きます」と担任に伝え、交流を楽しみにする様子

も見られます。 

日々の教育活動が生かされた点 

まだまだ教師との関わりが中心になる児童達ですが、安心、信頼関係を築くなかで、教師からクラスの友達に

目を向け意識し始める等、人への関わりが広がりつつあります。個々の好きな遊びを十分に保障するなかで、少

しずつ、友達と場や物、遊びを共有し、気がつけばクラス全員が同じ場所で遊ぶ姿も見られるようになってきま

した。コミュ二ケーションにおいては、自分の気持ちや要求が相手に伝わることで喜びを感じ、そして更に伝え

たくなる気持ちへと膨らみ、表出言語が増えてきている児童もいます。 

 

 

 



単元名 遊びの指導 「しゅっぱつしんこ～う！」 

児童の 

実態 
本クラスは、自閉症、左上肢麻痺、移動機能障害等を併せ有する知的障害の児童 5名のクラスであ

る。発達段階はおよそ B段階であり、てんかん発作があったり、歩行が不安定だったり、衝動性が高

かったりするため、危険回避が難しい児童への安全面の配慮が必要である。 

コミュニケーションは、クレーン行動や発声、写真や絵カード、２～３語文程度の言葉等、様々な

手段で相手に伝えることができるが、表出方法ややりとりにはまだまだ課題がある。 

自由遊びの時間には中庭やプレイルーム、教室等で、それぞれやりたい遊びを展開している。その

なかで、乗り物や食べ物のおもちゃを使った遊び等、好きな物を共有して遊ぶ姿が見られるようにな

ってきたが、友達同士のやりとりは少ない。体の使い方にぎこちなさがある児童も多いので、遊びの

設定のなかで体を動かす楽しさを経験していってほしい。教師との信頼関係を基盤に、楽しいと感じ

る活動や遊びをとおして個々に応じたコミュニケーション方法を獲得していくことが大切であると考

える。 

単元 

目標 

・乗り物に乗って、楽しく体を動かすことができる。 

・活動に見通しをもって意欲的に取り組むことができる。 

・様々な素材に親しみ、道具に合わせて手指を使うことができる。 

・友達や教師と遊んだり、やりとりを楽しんだりできる。 

・好きな遊びを見付け、余暇につなげる。 

交流及

び共同

学習の

視点 

教師や友達に自分の気持ちを伝えたり、友達からの関わりを受け入れて一緒に遊んだりして、人と

の関わりを増やしていってほしい。余暇でも、友達と同じ場で楽しんだり、関わったりできる場面が

増えていってほしいと考えている。 

単元 

計画 

次 時 内容 日々の教育活動との 

つながり 

第一次 1時 電車づくり 

電車遊び 

・日常生活の指導 

・自立活動 

・遊びの指導 

第二次 2-10時 見立て遊び 

乗り物遊び 

・日常生活の指導 

・自立活動 

・遊びの指導 

第三次 

 

11-12時 駅弁づくり ・日常生活の指導 

・自立活動 

・遊びの指導 

観点別評価の３観点に基づく評価規準 

知識・技能 ・手押し車やキックボード、自転車等から好きな物を選び、こいだり押したりして操作している。 

・シュレッダー、型抜き、包丁等を使い、紙粘土や千代紙でお弁当の具材を作っている。 

 

思考・判断・表現 ・教師の問いかけに答えたり、友達の好きな物を聞いたりしている。 

主体的に学習に

取り組む態度 

・好きな遊びを見付けて、みんなと同じ場所で遊んでいる。 

・遊びの時間にも授業の遊びを要求している。 



 

個々の 

児童の

目標・ 

支援・ 

評価 

児童 個人の目標 支援（手立て） 評価 

A 知

技 

乗り物に乗って、楽しく

体を動かすことができ

る。 

安全面に配慮し、自分でや

りたい気持ちをくみ取りな

がら、必要に応じて体を支

える等の支援をする。 

毎回自ら補助輪付き自転車に乗り、ペダルを半

こぎしながら前進したり、ハンドル操作をした

りする等、楽しむことができた。 

思

判

表 

遊びをとおして、友達や

教師とやりとりすること

を楽しむ。 

教師を介し、場の共有から

友達との関わりに広がるよ

うに促す。伝えたい思いや

言葉を拾い上げ共感する。 

教師が踏切を上げている姿を見て真似てやって

みたり、友達が通る時に車掌役になりきって

「カンカンカン」と言ってタイミングを合わせ

て上げたりして遊ぶことができた。 

主

体 

好きな遊びを見付け、遊

び込むことができる。 

教師も一緒に遊ぶなかで

様々なコーナーに誘い、好

きな遊びを見つけられるよ

うにする。 

シュレッダーで紙を裂く麺作りに興味を示し、

遊び込みハンドル操作も上達した。また、紙粘

土を包丁で切ったり、型抜きをしたりして楽し

く遊ぶ経験をとおして、自分から休み時間に粘

土やシュレッダー等で遊ぶ姿が見られた。 

B 知

技 

様々な道具に合わせて手

指を使うことができる。 

 

 

 

乗り物に乗って、楽しく

体を動かすことができ

る。 

様々な道具を準備する。目

の前で手本を見せたり、必

要に応じて一緒に操作した

りして、道具の使い方を伝

える。 

乗り物遊びの経験を広げる

なかで、好きな遊びが見つ

かるように複数の乗り物を

準備する。 

紙粘土をこねたり、丸めたりしながらお弁当の

具材に見立て形作ることができた。麺切りカッ

ターや、型抜き、シュレッダー等の道具使用は

用途に合わせた手指の操作ができ、楽しみなが

ら活動できた。 

毎回補助輪付き自転車に乗り、街に見立てた設

定のなかをハンドルやブレーキ操作をしながら

走ることができた。ガソリンスタンドや踏切等

のコーナーでは足を止め、設定遊びを十分に楽

しむ姿が見られた。 

C     

成果 

課題 

【成果】 

・子ども達の興味関心が共通する「乗り物」をモチーフにした単元であったので、それぞれに活動を

楽しみ、遊び込む姿が見られた。台車、お弁当づくり、乗り物遊び等、楽しかった活動に関しては

休憩時間にも遊ぶことが増え、余暇の広がりにつながった。 

・授業の流れはおおむね同じにし、繰り返し取り組むことで、見通しをもち、さらに期待感も増し

た。教材を増やしたり設定に若干の変化を入れたりするなかで、新しい物に興味を示し挑戦する姿

が見られ、興味関心が広がった。 

・友達と場所を共有して遊ぶ姿から、友達を意識し、一緒の物を介して遊ぶ楽しさが少しずつわかっ

てきた児童もいる。 

・活動の楽しさを表情や言葉等、自分なりの表現の仕方で伝えることができた。 

【課題】 

・発達段階に幅があり、障害特性において興味関心が偏る児童達が多いクラス集団の授業づくりや遊 

び込むための工夫が必要である。 

つなが

りの 

分析 

日頃から取り組んでいる授業を高校生と一緒にすることで、普段の姿と変わりなく、力を発揮する

ことができた。２年生においては生活年齢も上がり、穏やかな様子で学習に参加でき、昨年からの積

み上げを感じる機会となった。１年生は安心できる教師との信頼関係をベースに、少しずつクラスの

友達へと関わりが広がり、交流の場面では高校生からの関わりを受け止めたり、受け入れたりできる

力へと育っている。 

 



小学部 事例 No.４ 

遊びの指導「春の運動会」 

 

 

 

          写真 

対象 小学部 １－２年生  計５名 

活動内容 

 

選手宣誓 

デカパン競争 

おんぶだっこどっちだリレー 

もぎもぎフルーツ    など 

単元計画 

【第一次】 

選手宣誓・デカパンリレー・おんぶだっこどっちだリレー・もぎもぎフルーツ・スヌーズレン  

 

 

 

 

単元の概要 

運動会をテーマに、体をたっぷり動かしていろいろ

な競技に取り組む授業です。背伸びをしたりしゃがん

だりする等、普段しないような体の動かし方を経験し

たり、友達や教師と楽しい活動をとおして要求や思い

を言葉や表情で伝えたりする経験を積んでほしいと

思い授業を展開しています。 

交流及び共同学習とのつながり 

活動に見通しをもって自立的に動けるように基本的な

内容（流れ）を同じにし、学習設定をしました。授業交

流では、繰り返しの活動の中でつけた意欲や自信を土台

に、初めて会う高校生とも一緒に大好きなおんぶだっこ

どっちだリレーを行い、何度も「もう一回」と言葉や表

情で伝えることができました。 

日々の教育活動とのつながり 

自立活動 ・「からだ」の学習：四つ這い、一本橋、坂登り等様々な粗大運動 

・「ことば」の学習：コミュニケーション（人と関わる力、要求する力等） 

・「認識」の学習：個別課題で色マッチングやプットイン活動 

日常生活の指導 ・自由遊び（絵カードや言葉などで自分の行く場所や遊びたい玩具を伝える） 

・つながり遊び（つながりダンスをして、友達意識ができるように取り組む） 

共生社会へのつながり 

この単元をとおして、教師や友達と一緒に活動するなかで、要求したり関わりを求めたりする姿が見られるよ

うになってきました。今後も安心できる大人や友達との楽しい経験を沢山積み、つけた意欲や自信を土台に更に

人とのつながりを広げ、人との関わりを豊かにしていってほしいと思います。 



 

交流及び共同学習の取組とのつながり 
 

エピソード 

初めての人や活動が苦手な児童が多いクラスなので、自信をもって活動に向かえるように大きく活動内容を変

えないように取り組みました。交流当日は強ばった表情の児童もいましたが、活動を進めるにつれて「これ知っ

てる！」と自信をもち、初めて会う高校生とも関わって活動することができました。自分から「もう一回」「も

っと」と言葉や行動で表す児童の姿も見られ、有意義な授業交流となりました。 

  

 
人が好きな児童 A。昼休み交流を重ねていくうちに、給食や授業に高校生が来

ることを伝えると楽しみにする姿が見られました。高校生に励まされて苦手な

給食も口にできることもありました。 

授業交流の日も気持ちが崩れて授業に向かうことが難しくなっても高校生が

「一緒に行こう」と言葉を掛けると、ぱっと切り替えて笑顔になり、高校生の

存在を支えに活動に向かうことができました。 

 

     

大人との関わりがなかなか広がらない児童 B。この授業を始めた頃は、去年か

ら担任している教師以外の関わりを受け入れられませんでしたが、授業をとお

して他の教師からの関わりも受け入れて楽しんだり何度も要求したりする姿が

見られるようになってきました。 

人との関わりを受け入れるのに時間がかかる児童Ａでしたが、担任との楽し

い経験をとおして、初めて会った高校生からの関わりも受け入れ、笑顔を見せ

る姿がたくさん見られました。 

 

     

初めての人や活動が苦手な児童 C。昼休み交流では初めて会う高校生を見ると

教室の外に出そうとする姿も見られました。交流当日も、大好きなデカパン競

争も、いつもと違う雰囲気に「履きたくない」と拒否する姿がありました。し

かし、活動を進めるにつれて「この活動知ってる！いつものやつや！」と思っ

たのか次の種目からは高校生と一緒におんぶリレーをしたり、もぎもぎフルー

ツでは高校生に抱っこしてもらい、たくさん果物を取ったりすることができま

した。 

 

日々の教育活動が生かされた点 

伝えたいと思ったときに伝えられる表出方法や人との関わり方等を自立活動や日常生活の指導の中で学んでい

ます。授業の中でも、「楽しい！もっとやりたい！」「もう一回って伝えたい」等言葉やサイン、写真カード等

で教師や高校生に伝えることができました。また、日々の授業での積み重ねで付けた自信が基となり、初めての

場所や人とでも自信をもっていつもとおりの姿で活動することができました。 

 

 



単元名 遊びの指導 「春の運動会」 

児童の 

実態 

本学級は自閉症等を併せ有する知的障害の児童５名で、発達段階はおよそ A～B2段階である。どの

児童も体を動かすことが好きで、休み時間には遊具を使った遊びや走り回る等して過ごすことが多い。

しかし、足下が不安定な場所や高い場所等に怖さや抵抗感を感じたり、姿勢変換を伴う活動に苦手意

識をもったりする等、体を使った活動に恐怖心をもつ児童もいる。 

 コミュニケーションに関しては、単語で要求したり、絵や写真カード、クレーン動作で伝えたりす

る。個に応じたコミュニケーション方法で、楽しい遊びや活動を通じて自分の気持ちを伝える、伝わ

ってよかったという経験を積み上げることを大切にしたい。 

単元 

目標 

・全身を使って体を動かすことができる。 

・集団での楽しい雰囲気を感じながら、友達と一緒に物を運んだり、一緒に歩いたりすることができ

る。 

・楽しい思いや要求等を身振りや表情、言葉で伝えることができる。 

・活動に見通しをもち、主体的に活動に参加することができる。 

交流及

び共同

学習の

視点 

本単元では、「やりたい」という気持ちや繰り返しの中でつけた授業への自信を土台に、自分から

気持ちを伝えたり、周りの人からの関わりを受け止めたりする力をつけてほしいと考える。担任から

友達へと広げ、さらには学校外の人達へと関わりを広げてほしいと考える。 

単元 

計画 

次 時 内容 日々の教育活動との 

つながり 

第一次 

 

1-14時 

 

選手宣誓 

デカパンリレー 

おんぶだっこどっちだリレー 

もぎもぎフルーツ 

スヌーズレン 

自立活動 

遊びの指導 

日常生活の指導 

 

観点別評価の３観点に基づく評価規準 

知識・技能 ・ジャンプしたり、しゃがんだりするなど全身を使って体を動かしている。 

・友だちと一緒に物を運んだり、一緒に歩いたりしている。 

 

 

思考・判断・表現 ・表情や言葉、身振り等、個々の表出の仕方で伝えようとしている。 

 

 

主体的に学習に

取り組む態度 

・主体的に活動に参加することができている。もしくは教師や友達の促しを受け止め一緒に活動に向かおう

としている。 

 

 

 

 

 

 

 



個々の 

児童の

目標・ 

支援・ 

評価 

児童 個人の目標 支援（手立て） 評価 

A 知

技 

集団での楽しい雰囲気を

感じ、ペアの友達を意識し

ながら、一緒に物を運んだ

り、歩いたりすることがで

きる。 

視覚的にペアを発表する。ペ

アを意識できるような活動

を設定する。 

 

 

ペア表を見て友達と一緒にデカパンリレーがで

きた。自分の思いどおりに行かなくて大きな声

を出す場面もあったが、ペースを合わせて最後

まで楽しんで取り組むことができた。 

思

判

表 

楽しい思いや要求等を言

葉で伝えることができる。 

楽しさや気持ちを言葉で表

現したときは、言葉を拾い上

げたり共感したり楽しさを

共有する。 

おんぶだっこリレーでは何度も指導者に「もう

一回」と言葉で伝えることができた。おんぶか

だっこも言葉で選択して活動することができ

た。 

主

体 

活動に見通しをもち、主体

的に活動に参加すること

ができる。 

役割などを担うことで飽き

ない設定を心掛ける。 

繰り返しの活動の中で、曲と活動がつながり、

曲が変わると次の活動がわかり、自ら移動して

活動することができた。 

B 知

技 

全身を使って体を動かす

ことができる。 

 

集団での楽しい雰囲気を

感じながら、友達や教師と

一緒に物を運んだり、歩い

たりすることができる。 

物を吊ったり転がしたり、必

然的に体を動かすような活

動を設定する。 

必然的にペアになる活動を

設定する。 

もぎもぎフルーツでは果物を取るために背伸び

したりしゃがんだりして体を動かすことができ

た。 

行った先にパズルを用意しておくことで目的が

わかり、友達と一緒に行って帰ってくることが

できた。友達がパズルを貼り終わるまで待つ姿

も見られた。 

思

判

表 

楽しい思いや要求等を表

情や発声、身振りなどで伝

えることができる。 

楽しさや思いを表情や発声、

身振りで表現したときは、受

け止め共感する。 

おんぶだっこリレーでは、走るときの揺れる感

覚が楽しくて、大きな声で楽しさを表現するこ

とができた。何度も指導者の背中におぶさり、

もう一度やりたいことを伝えることができた。 

C     

成果 

課題 

【成果】 

・デカパン競争で、友達のペースに合わせて走ったり、パズルを貼るのを待ったり友達を意識して活

動する場面がたくさん見られた。 

・授業の中で、ジャンプしたり背伸びしたりしゃがんだり、普段できない体の動きをたくさん経験す

ることができた。 

・楽しい活動の中で、各々の方法で要求を伝える姿を引き出すことができた。 

【課題】 

・繰り返し取り組むことで見通しをもって活動に取り組める児童もいれば、何度もすると飽きてしま

う児童もいたので、活動内容を変化させていくことが難しかった。 

・身に付いた力が、なかなか日常生活に汎化することが難しい。 

・人との関わりに関しては今後も取り組みを進め、発展させていく。 

つなが

りの 

分析 

今回の単元の中で「やりたい！」という意欲が育ったり、繰り返しの学習の中で自信をつけたりす

ることができた。それを土台に、交流場面という人との関わりの広がりの中で、日頃と違う環境や人

であってもいつもどおりの力を発揮できる子どもたちの姿が見られた。今後も楽しいと思う授業をと

おして、更に人とのつながりを広げたり、人との関わりを豊かにしたりできるように取り組んでいき

たい。 



 



小学部 事例 No.５ 

遊びの指導「南の島で遊ぼう」 

 

 

 

           

対象 小学部 ４－６年生  計７名 

活動内容 

 

風船作り 

風船キャッチ 

風船バレー 

  等 

単元計画 

【第一次】 

風船ふわふわ 

【第二次】 

教師・友達と１対１ 

 

【第三次】 

教師・高校生と２対２ 

 

単元の概要 

友達と遊ぶことを目的とした単元です。体を動かし

てゲームを楽しみながら他者との関わりを豊かにし

ていきたいと考えています。    

個々で取り組める活動（風船に絵を描く、風船キャ

ッチ、教師と風船バレー）から始め、友達と遊ぶ設定

に発展させていきました。回数を重ねるごとに活動内

容に見通しをもち、ゲームの勝敗や、チームの友達を

意識して遊ぶ姿が見られるようになりました。 

交流及び共同学習とのつながり 

クラスの友達と繰り返し遊ぶことで、遊びの楽しさが

わかり活動に取り組むことができます。クラスでの楽し

い経験を積み重ね、今後遊ぶ人が変わっても、一緒に場

を楽しめるようになってほしいと考えています。授業交

流では、これまでそばに教師がいることで学習に取り組

めていた児童が、高校生にそばに居てほしいと思いを伝

えたり、風船バレーの対戦相手として受け入れたりする

姿が見られました。 

日々の教育活動とのつながり 

日常生活の指導 ルール（約束）を守る/集団で行動する/順番を待つ、交代する 

自立活動 目と手の協応/コミュニケーション（相手に伝わるように話す、自己表現する）/注視する力 

生活単元学習 集団活動/他者と物や場所を共有する 

共生社会へのつながり 

今後、様々な人と生活を共にする児童であるため、教師から友達、高校生へと人と関わる力を育んでほしいと

考えています。みんなで共に遊ぶ経験をとおして、初めての人とも場所や物を共有して過ごしていけるようにな

ってほしいと思っています。 



 

交流及び共同学習の取組とのつながり 
 

エピソード 

前期は、自由遊びをテーマに新聞紙遊びで高校生と交流しました。前期の授業交流では、好きな遊びを高校生

と共有することで、高校生の関わりを受け入れることができました。後期からは、遊びのルールを守って遊ぶこ

とをテーマに、友達と一緒に遊ぶ経験を積んできました。後期の授業交流では、高校生とチームになり風船バレ

ーを行いました。友達や高校生に向けてボールを打ったり、受け取ったりしながら相互にやりとりすることがで

きました。児童の方から、積極的に高校生に関わりに行く姿が見られました。 

 

児童 Aは、繰り返し行った経験や、活動内容を視覚的に提示することで活動

に見通しをもち、自ら取り組むことができます。これまで、初対面の人や活動

の時は、活動に見通しがもてないことから、自ら人に関わりに行く姿は見られ

ませんでした。 

前期の授業交流では、高校生と一緒に新聞紙で兜を折ることができました。

自ら高校生に働き掛ける姿は少なかったですが、高校生の関わりを受け入れて

一緒に遊ぶことができました。後期の授業交流では、風船バレーに取り組みま

した。前期に交流した高校生がすすんで Aに関わり、Aにとっても以前一緒に遊

んだ高校生であったことから、終始お互いが笑顔で交流し、風船バレーや Aの

得意なダンスで時間一杯遊ぶことができました。 

Aは、授業交流後も一緒に過ごすことができると思っていたようで、手を振る

相手の方を見て立ち止まっていました。普段、休み時間の終わりを示す合図を

聞くと、すぐに次の活動の準備をする Aですが、この日は、次の準備をしてい

る手を止めて「バイバイ、またね。」と、寂しそうに自ら挨拶をしていました。 

 

児童 Bは、乗り物を見る、音楽を聴く、絵を描く等好きな遊びがたくさんあ

ります。絵を描いた後、教師に見せたり、欲しい CDを伝えてきたりする等、自

分の好きなことを他者と共有したいという気持ちが育ってきています。 

好きな歌を歌いながらブランコに乗る Bに対して、高校生が優しくブランコ

を押してくれていました。Bに教師が「高校生に質問してみたら？」と声を掛け

ると、「○○知ってる？」と、自分で尋ねることができました。高校生が、そ

の曲を知らなかったことがわかり、その場でその歌を歌ってみせ、相手に気持

ちを伝える姿が見られました。 

日々の教育活動が生かされた点 

休み時間は個々に好きな物で遊んで過ごす児童が多く、児童同士が相互にやりとりする機会は少ないです。そ

のため、朝の会や生活単元学習等において全員で一つのことに取り組んだり、友達や教師と共に活動したりする

経験を積み重ねてきました。毎日全員で繰り返し取り組むことで、自分自身のことから周りへと、児童の興味関

心に広がりが見られてきています。また、昼休み交流を活用し、高校生と一緒に遊ぶ時間を増やしてきたことで、

授業交流の場面においても高校生の関わりを受け入れることができ、児童達も普段のもっている力を発揮するこ

とができたと思います。 



単元名 遊びの指導 「南の島で遊ぼう」 

生徒の 

実態 

自閉症を併せ有する児童を含む知的障害の計７名の学級である。発達段階はおよそ B段階～C段階

と幅広い。どの児童も視覚支援を手がかりに、次に何をするのかを理解して行動できる。一方で、自

分のペースで物事を進めたい気持ちが強く、相手のペースに合わせることは難しい。遊びの中で、他

者と一緒に活動する経験をし、集団の一員としてみんなと一緒に活動できる力を伸ばしていくことが

課題である。また、休憩時間は自分の好きな遊びで過ごすことを好み、集団で遊ぶ機会が少ないので

集団で遊ぶ機会を設定し、経験を積み重ねていく必要がある。 

単元 

目標 

・簡単なルールに沿って遊ぶことができる。 

・遊びをとおして友達への関心を高め、一緒に遊ぶ経験を積む。 

・時間一杯遊ぶことができる。 

交流及

び共同

学習の

視点 

個々の課題設定を変え、どの児童もわかる設定にすることで、教師の支援がなくとも自らわかって

動き活動できる。そのことで、友達と一緒に場や物を共有することができ、自信にもつながると考え

る。安心できる大人との信頼の中で遊ぶことのできる児童もいるが、クラスの友達の名前を呼んだり、

興味を示したりする姿が見られつつある。教師との関係から友達との関係へ、一緒に遊ぶ対象を移行

し、様々な人と関わる力を育てていきたい。 

単元 

計画 

次 時 内容 日々の教育活動との 

つながり 

第一次 １-２時 風船作り 

風船ふわふわ 

 

 

日常生活の指導 

自立活動 

生活単元学習 

第二次 ３-10時 風船キャッチ 

風船バレー 

（教師・友達と１対１） 

日常生活の指導 

自立活動 

生活単元学習 

第三次 

 

11-28時 風船キャッチ 

（教師・高校生と２対２） 

 

日常生活の指導 

自立活動 

生活単元学習 

観点別評価の３観点に基づく評価規準 

知識・技能 ・風船をキャッチしたり、相手に投げたりしている。 

・得点板に注目し６点を先取するまでプレイを続ける等遊びのルールに沿って活動しようとしている。 

 

思考・判断・表現 

 

・自分のチームと活動や順番、活動場所を理解し、自ら前に出る等行動しようとしている。 

 

 

主体的に学習に

取り組む態度 

・活動の最後まで遊ぶことができている。 

 

 



個々の 

生徒の

目標・ 

支援・ 

評価 

生徒 個人の目標 支援（手立て） 評価 

A 知

技 

ルールに従って遊ぶこと

ができる。 

簡単なルールが目で見てわ

かる環境をつくる。 

風船キャッチでは、色分けされた籠を用意する

ことで、風船をコーンでキャッチして集めるこ

とができた。風船バレーでは、風船の動きを見

てキャッチしたり、相手に投げたりすることが

できた。また、風船が落ちたら交代するルール

を理解して友達に代わることができた。 

思

判

表 

自分のチームや順番、活動

場所がわかって活動する

ことができる。 

顔写真や順番表を使って、視

覚的に提示する。 

チーム、順番、立ち位置を視覚的にホワイトボ

ードに示すことで、自ら前に出て活動すること

ができた。結果発表では、勝ち負けを理解して

喜んだり悔しんだりすることができた。 

主

体 

活動やゲームの最後まで

遊ぶことができる。 

活動の終わりを風船の数や

点数等でわかりやすく示す。 

風船バレーでは、６点先取するまで取り組めた。 

B 知

技 

ルールに沿って遊ぶこと

ができる。 

簡単なルールを設定し、ルー

ルが目で見てわかる環境を

つくる。 

風船キャッチでは、色分けされた籠を用意する

ことで、風船をコーンでキャッチして集めるこ

とができた。風船バレーでは、風船の動きを見

てキャッチしたり、相手に投げたりすることが

できた。 

思

判

表 

自分の順番に前に出て、活

動することができる。 

顔写真や順番表を使って、視

覚的に提示する。 

チーム、順番、立ち位置を視覚的にホワイトボ

ードに示すことで、自ら前に出て活動すること

ができた。 

主

体 

活動の最後まで遊ぶこと

ができる。 

活動の終わりを風船の数や

点数等でわかりやすく示す。 

風船キャッチでは、風船がなくなるまでキャッ

チし続けることができた。 

成果 

課題 

【成果】 

・チーム戦にしたことで、勝敗を意識し、友達の活動に注目する姿が見られるようになった。 

・わかりやすいルールの遊びを設定し、ルールを視覚化したことで、何点までやるのか終わりが明確

になり、集中して取り組むことができた。 

・風船をキャッチするために風船を追視したり、ボールを打ち返すために相手のサーブに注目したり

する等、注視、注目する力が高まった。 

【課題】 

・風船バレーでは、児童達のペース差があったため、順番やチーム分けに配慮が必要であった。 

・結果発表では、負けを知って悔しさから興奮してしまう児童がいた。勝ち負けのないゲーム又は、

勝敗を受け入れられるような手立てを考える必要があった。 

・第二次の友達と風船バレーでは、友達同士打ち合いができる児童もいたが、教師の支援が一定必要

な児童もいたため、児童達で相互に打ち合いができるような手立てが必要であった。 

つなが

りの 

分析 

教師や友達と共に繰り返し学習することで、集団での活動を苦手とする児童も活動の見通しがもて、

教師から友達、高校生へと、一緒に遊ぶ対象が変わっても楽しく場や物を共有できたと考える。これ

まで、初めての人との活動では、不安になり、活動において十分に力を発揮することは難しかった児

童も、毎日繰り返し取り組んでいた学習内容であったため、初めて接する人とでももっている力を発

揮できたと考える。今後は、遊びでつけた関わる力の広がりをさらに高めていけるように、普段から

友達との一緒に行う取り組みを設定していきたい。 

 



小学部 事例 No.６ 

生活単元学習「なんじゃ もんじゃ にんじゃ」 

 

 

 

          写真 

対象 小学部 ４－６年生  計７名 

活動内容 

 

校外学習事前学習・事後学習 

太秦映画村マップ作り、衣装作り 

１本橋・２本橋渡り、はしご渡り、長縄跳び 

手裏剣的当て、風船斬り、ダンス    

単元計画 

【第一次】 

映画村の地図を作ろう 

衣装を作ろう 

 

 

     写真 

【第二次】 

長縄、風船斬り 

 

 

     写真 

 

単元の概要 

本単元では、児童が憧れを抱く「忍者」に焦点を

当てて活動を展開していきます。「修行」を行いな

がら、様々な身体の動きを引き出し、ボディーイメ

ージの向上を図ります。また、友達のチャレンジす

る姿を見て応援し合うことにより、互いを認め合え

る集団づくりも大きな目的としています。 

交流及び共同学習とのつながり 

日頃から、全員でひとつのことに取り組むことを大切

にしています。７人共通の興味の対象である忍者の「修

行」に高校生と一緒に取り組むことによって、楽しい経

験を共有するだけでなく、より大きな自信につながると

考えています。授業交流では、一緒に「修行」に取り組

む高校生に声援を送る姿も見られました。 

日々の教育活動とのつながり 

日常生活の指導 友達の取り組む姿を見守る/順番を待つ/約束を守る 

自立活動 模倣(動作)/ジャンプ/ストレッチ/コミュニケーション(相手に自分の気持ちを伝える) 

生活単元学習 制作活動/ダンス 

特別活動 校外学習 

体育 リズムラン/的当て 

共生社会へのつながり 

「できた」という成功体験やほめられた経験が次の活動への意欲につながると考えています。繰り返し同じ課

題に取り組み、授業交流等いろいろな人の前で発表することで、自分に自信をもって他者と関わることができる

ようになってほしいと考えています。 



 

交流及び共同学習の取組とのつながり 
 

エピソード 

授業交流では、１本橋渡りや長縄跳び、ダンス等の「修行」を高校生と一緒にしました。繰り返し取り組んで

きた課題であることから、児童は自信をもって活動できました。その姿からは「高校生にかっこいいところを見

てほしい」という気持ちが感じられました。「かっこいいね」や「上手だね」と高校生からほめられることで、

満面の笑みを見せてくれました。 

 

 

    写真 

初めての活動では他の児童のモデルを見てから取り組むことが多かった児童

A。「僕にはできない、やりたくない」と思うと、声を荒げ、物や人に対して

不適切な行動が出ます。そんな彼ですが、本単元で憧れの「忍者」や友達、教

師と共に「修行」に励むことで「できた」という成功体験を積み重ねました。

その結果、「やりたい」という意思を積極的にアピールするようになりまし

た。授業交流当日も、「やりたい人いますか？」という問いかけに、「はい」

と元気よく手を挙げて答える様子が見られ、高校生と一緒に自信をもって「修

行」に取り組むことができました。その姿は本単元が終わってからの他の授業

でも現れており、他の児童にとってよき手本となることもありました。 

 

    写真 

男性であっても、女性であっても初めて関わりをもつ人を受け入れるのに時

間がかかってしまう児童 B。前期授業交流の際は、ペアになった高校生の関わ

りをなかなか受け入れることができず、教師の支援を求める姿がありました。

活動にも気持ちが向かいにくく、離席しようとすることもありました。しか

し、後期授業交流では、前期と同じ高校生との交流ということもあり、安心し

て「修行」に向かうことができました。また、後期校外学習時より継続した学

習設定をしたことで、活動への見通しや意欲を高め、高校生からの支援を笑顔

で受け入れて活動に向かう姿が見られました。前期の様子を知っている高校生

からは驚きの声が聞かれました。 

 

日々の教育活動が生かされた点 

クラスではその時々に行う活動を事前に視覚的に伝えるようにしています。授業交流当日も実物や大型テレビ

に映ったイラストをもとにどの児童も見通しをもって「修行」に取り組むことができました。また、合同体育や

「からだ」の授業で様々な姿勢をとる活動をしていたことで、上手にバランスをとってはしごを渡ったり、長縄

を跳んだりすることができました。 

 

 



単元名 生活単元学習「なんじゃ もんじゃ にんじゃ」 

児童の 

実態 

自閉症、ダウン症を併せ有する児童を含む知的障害児７名のクラスである。発達段階は A段階から C段

階である。後期より転入生が１名クラスに加わり、新しい関係を築きながら日々の活動に取り組んでい

る。前単元「どきどきアミューズメント」では、クラス全員でできる遊びとして「だるまさんがころん

だ」に取り組んだ。ここでは「仲間を意識して遊ぶ」ことを目標とし、休み時間での余暇の過ごしの広が

りにねらいを置いた。本単元「なんじゃ もんじゃ にんじゃ」でも仲間を意識して活動することで、クラ

スの一体感を高め、互いに励まし合える関係づくりを目指したい。 

単元 

目標 

・自作の衣装を身に付け、忍者のイメージをもって活動に参加することができる。 

・友達を意識しながら活動に参加することができる。 

・「修行」をとおして、体全体を大きく動かしたり、細かい部分を意識しながら動かしたりすることがで

きる。 

交流及び

共同学習

の視点 

本単元では、「忍者」に焦点を当てて授業を展開していく。校外学習で忍者ショーを見たり、忍者

の衣装を制作したりすることで具体的にイメージをもち、授業への意欲を高めた。長縄跳びや手裏剣

的当て等の「修行」では、体全体を大きく動かしたり、体の一部分に意識を集中して動かしたりする

ことで、ボディーイメージや道具を介した手先の操作性を高められるようにした。また、日頃から本

単元以外でも、友達のチャレンジする姿を応援し合ったり、互いを認め合ったりすることをクラスで

大事にしている。授業交流では、高校生による支援を受け入れて「修行」という課題を達成して喜び

を共有したり、「がんばれ」と声援したりする姿を引き出したいと考える。 

単元 

計画 

次 時 内容 日々の教育活動との 

つながり 

第一次 １－５時 オリエンテーション 

校外学習の事前・事後学習(太秦映画村の地図を作ろ

う) 

忍者の衣装を作ろう 

日常生活の指導 

自立活動 

特別活動 

生活単元学習 

第二次 ６－12

時 

１本橋渡り、はしご渡り 

長縄跳び 

風船斬り 

手裏剣的当て 

ダンス 

まとめ 

体育 

遊びの指導 

自立活動 

観点別評価の３観点に基づく評価規準 

知識・技能 ・「修行」の内容を理解して活動に参加することができる。 

・はさみやのりを使って、自分の衣装を作ることができる。 

 

思考・判断・表現 ・足の位置や重心のかけ方、タイミング等を意識しながら「修行」に取り組むことができる。 

・忍者になりきって、ポーズをとることができる。 

 

主体的に学習に取

り組む態度 

・衣装を身に付け、忍者のイメージをもって活動に参加することができる。 

・自分の順番を待ちながら活動中の友達を応援し、チャレンジの成功を一緒に喜ぶことができる。 

 

 



個々の 

児童の

目標・ 

支援・ 

評価 

生徒 個人の目標 支援（手立て） 評価 

A 知

技 

忍者のイメージをもっ

て、忍者の衣装を作るこ

とができる。 

「ニンニン」「(手裏剣を)

シュシュシュ」等、忍者を

イメージできる言葉掛けを

して意欲を高める。 

はさみやのり、ペン等を使用して教師と一緒に

忍者の衣装を作ることができた。出来上がりを

期待し、気持ちを切らすことなく最後までやり

きることができた。制作した衣装を着て、自ら

忍者のポーズをとる様子が見られた。 

思

判

表 

足の位置やバランスに気

を付けながら、１本橋等

を渡ることができる。 

２本橋渡りから、１本橋渡

りへと、活動の難易度を少

しずつ上げていく。 

足元に注意しながら、落ちないように渡りきる

ことができた。横向きで渡る等、工夫も見られ

た。 

主

体 

自分の順番を待ちなが

ら、活動中の友達を応援

し、成功を一緒に喜ぶこ

とができる。 

教師も児童の間に入り、応

援したり、一緒に回数を数

えたりすることで一体感を

高める。 

自分の順番が来るまで待つことができた。ま

た、友達の活動の様子を笑顔で見守ったり、活

動に取り組んだ友達をハイタッチで迎えたりす

る様子が見られた。 

B 知

技 

「修行」の内容を理解し

て活動に参加することが

できる。 

大型テレビを使ったイラス

ト提示に加え、教師が実演

を行う。 

教師の実演や友達の活動の様子をよく見て、内

容や方法を理解し、教師と一緒に活動すること

ができた。 

思

判

表 

合図に合わせて長縄をま

たぐことができる。 

回数を数え、「せーの」等

の言葉掛けで、タイミング

を取りやすくする。 

動いている縄を少し意識しながら、向こう側へ

渡ることができた。 

主

体 

自分の順番を待ちなが

ら、活動中の友達を応援

したり、成功を一緒に喜

んだりすることができ

る。 

教師も児童の間に入り、応

援したり、一緒に回数を数

えたりすることで一体感を

高める。 

活動に対する意欲が高く、順番を待ちきれずに

立ち上がることもあったが、教師と一緒に自分

の順番が来るまで待つことができた。また、活

動に取り組んだ友達に自らハイタッチをしにい

く様子も見られた。 

C     

成果 

課題 

【成果】 

・挑戦し、認められる経験をとおして、自信をつみ上げることで、他の授業でも「やりたい」と自分

から気持ちを伝えられる児童が増えた。 

・自分のことだけでなく、友達を自然に気にかける様子が現れてきた。お互いの頑張りを認め合うこ

とでクラスとしてのまとまりが一層増えた。 

・授業の回を追うごとに、自分でより高い目標設定をする児童が出てきた。「もう一回」と再度挑戦

することもあった。 

【課題】 

・他の児童の活動を見ている時間が長く、実質的な活動量や運動量が少なかった。 

・制作した衣装を継続して使用するために、素材等についてもう少し工夫する必要があった。 

つなが

りの 

分析 

楽しい経験を共有することにより、これまで以上に児童同士、互いを意識する姿が見られるように

なってきた。休み時間の過ごし方も「どこで遊ぶか」だけでなく「誰と遊ぶか」という点も児童のな

かで大きくなってきている。本単元で得た自信は、他の授業や行事につながっており、これまでなら

尻込みしていた場面でも、「やってみたい」「やってみよう」と、人前に出て堂々と活動に向かうこ

とができるようになった。 

 



小学部 事例 No.７ 

生活単元学習「小学部マップを作ろう！」 

 

 

対象 小学部 3－6年生  計６名 

 

活動内容 

宝探し、写真・文字のマッチング 

小学部棟内の地図作り 

設定遊び 

単元計画 

【第一次】 

宝箱探し 

 

 

【第二次】 

写真、文字のマッチングとマップ

作り 

 

【第三次】 

鬼登場 

 

 
 

単元の概要 

普段学習している小学部棟のおおよその位置がわ

かり、顔や名前のマッチング活動をすることをとおし

て友達や教師、文字等に関心がもてるように単元を設

定しました。地図の制作時にのりを使用しますが、感

触が苦手な児童でも取り組めるように工夫しました。

宝探しの要素を入れることで、期待感をもちながら取

り組めるように設定しています。 

交流及び共同学習とのつながり 

高校生との授業交流では、高校生とペアになり宝探し

をしました。普段はクラスの友達とみんなで探しに行き

ますが、この日は高校生と一緒に宝探しをする姿が見ら

れました。また、授業交流の最後には高校生が鬼に変身

して登場しました。初めは驚いていましたが、その後は

鬼に変身した高校生と、打ち解けて遊ぶことができまし

た。 

日々の教育活動とのつながり 

日常生活の指導 遊びのルールの理解/遊具の準備・後片付け 

遊びの指導 宝探し/ボール運び/しっぽ取り 

自立活動 ひらがなの読み/ひらがな・写真のマッチング/手指を使う活動 

体育 玉入れ 

共生社会へのつながり 

身近な、小学部の友達や教師との関わりの中で様々な経験を重ねながら自信を付け、違う場所でいろいろな人

との関係を広げてほしいと考えています。他の人に自分の思いを伝えたり、多くの人と一緒に活動したりするこ

とで、これまでの学びがより深まることを願っています。 



 

 

交流及び共同学習の取組とのつながり 
 

エピソード 

 昼休み交流や授業交流で日常的に教室に来てくれる高校生達と交流以外の日に出会うことがあります。そのよ

うな時に、「お兄さん、お姉さんたちは今高校でどんな勉強をしているのかな？」という思いを抱くことがある

ようです。「次はいつ来てくれるの？」と、また来てくれることを期待する姿が見られます。 

 

 

 

昼休み交流に高校生が来てくれるのをいつも楽しみにしている児童Ａ。昼休

み交流では、いつもＡのそばに座って一緒にお弁当を食べてくれます。昼休み

交流の時間は短くて、一緒に遊べる時間はほとんどありませんが、それでも支

援学校以外の人と関わる貴重な時間になっています。いつものスケジュールと

違う行事があったり、予定が変わったりすると不安になることが多いＡですが、

いつも来てくれているお姉さんだと不安も吹き飛び、交流を楽しむことができ

ました。 

 

 

 

初対面の人はもちろん、毎日顔をあわせている教師でもなかなか緊張が解け

ず、視線をそらしてしまったり、給食が食べられなかったりしていた児童Ｂ。

でも、授業交流や昼休み交流の高校生をはじめ、いろいろな人と関わる機会を

多く経験することで、初めての場面でもすぐに緊張がほぐれ活動できるように

なってきています。授業交流の場面では、高校生と一緒に秘密の手紙を探しに

行くことができました。授業後も高校生と自由遊びをして過ごせました。 

今年度初めての取組である縦割り活動では、普段関わることの少ない中学部

や高等部の人達とグループに分かれて活動しました。「慣れていない場所だか

ら緊張するのでは･･･」と心配しましたが、クラスの友達と班が分かれてしまっ

ても大丈夫でした。ペアを組んでいた中学部の生徒の代わりにボウリングのピ

ンも倒せるほど、その場に慣れて楽しめました。 

 

 

日々の教育活動が生かされた点 

日常生活で学習している絵カードや文字を正しく認識し、マッチングできる力が付きました。この授業以外の

活動でも繰り返しの活動に少しずつ変化を加えながら展開することで、見通しをもちながらも変化に期待したり

対応したりできる力が付きました。 

 

 

 



 

単元名 生活単元学習「小学部マップを作ろう！」 

生徒の 

実態 

自閉症、ダウン症を併せ有する知的障害の児童 6名で、発達段階はＡ段階からＢ段階である。排泄、

食事、衣服の着脱等、基本的な生活スキルは獲得している。身体面では、運動能力や体力に幅がある

ものの、体を動かすことが好きな児童が多い。表出は、クレーンや絵（写真）カード、簡単な単語に

より意思を伝えられる児童と、話し言葉で伝えることができる児童がいる。認識面では写真や絵カー

ドで理解できる児童と、ひらがな、カタカナ文字を読んで理解できる児童がいる。 

単元 

目標 

・設定された遊びや宝探しに参加できる。 

・写真の場所に移動できたり、その写真の地図上の位置が理解できたりする。 

・写真や文字のマッチングができる。 

・のりを使うことに慣れ、所定の位置に貼ることができる。 

交流及

び共同

学習の

視点 

 いつもしている宝探しを、高校生と一緒に取り組めるように活動を設定した。また、設定遊びの場

面で高校生に鬼に扮してもらい、遊びに参加してもらった。慣れ親しんだ見通しのある活動で、いつ

もと違う人とでも自信をもって活動に臨んでもらいたいと考えた。 

単元 

計画 

次 時 内容 日々の教育活動との 

つながり 

第一次 １－３時 宝箱探し 

場所の写真カードを地図に貼る 

宝箱のおもちゃで遊ぶ 

自立活動 

遊びの指導 

第二次 ４－11時 宝箱探し 

場所の写真カードを地図に貼る 

各クラス児童、指導者の顔写真と名前のマッチング 

宝箱のおもちゃで遊ぶ 

自立活動 

遊びの指導 

第三次 

 

12時 鬼が登場し、一緒に遊ぶ 前単元「ももたろう」 

終わりの会 

観点別評価の３観点に基づく評価規準 

知識・技能 ・筆や指を使ってのりを塗ることができている。 

・四隅を意識してのりを塗り、所定の場所に貼ることができている。 

思考・判断・表現 

 

・指導者や他の児童のヒントを手掛かりに場所写真のところまで移動できたり、写真を正しい位置に貼った

りすることができている。 

・写真、文字のマッチングができている。 

主体的に学習に

取り組む態度 

・地図作りに積極的に参加している。 

・設定遊びに積極的に参加している。 

 

 

 

 



個々の 

生徒の

目標・ 

支援・ 

評価 

生徒 個人の目標 支援（手立て） 評価 

A 知

技 

のりを使うことに慣れ、所

定の位置にカードを貼る

ことができる。 

のりが塗れていない部分を

指さしして示す。 

 

のりを塗れていないところに気付き、カードを

貼ることができた。 

思

判

表 

場所写真の地図上の位置

がわかる。 

地図上の目印となる部分を

知らせる。 

目印となる場所を示すと、そこから地図上を歩

き、場所写真の位置がわかり写真を置くことが

できた。 

主

体 

設定された遊びや宝探し

に積極的に参加できる。 

 

設定遊びに飽きないように

時々設定を変える。 

宝探しに期待感を持ち、いつも積極的に探しに

行く姿が見られた。宝箱に入っているどのアイ

テムの遊びも繰り返し楽しむことができた。 

B 知

技 

のりを使うことに慣れ、所

定の位置にカードを貼る

ことができる。 

のりの感触が苦手なので、筆

や濡れタオルを用意し、適宜

使えるようにする。 

筆にのりをつけて所定の位置にカードを貼るこ

とができた。 

 

思

判

表 

場所写真の位置まで移動

することができる。 

学習の導入場面は、馴染みの

ある場所から行い、慣れてき

たら別の場所にする。 

写真カードの示す場所がわかり、移動すること

ができた。 

主

体 

設定された遊びや宝探し

に積極的に参加できる。 

 

好きな素材や好きな活動を

遊びの中に取り入れる。 

順番を後にして他の児童の

活動する様子を見せる。 

他の児童の活動を見てすることがわかり、活動

に取り組むことができた。 

     

成果 

課題 

【成果】 

・いろいろな設定遊びのやり方がわかり、参加できた。 

・児童の写真カードと呼びかけで、自分の順番を意識して活動に臨んだり、待ったりすることができ

るようになった。 

・友達の名前の文字のマッチングをとおして、文字学習への興味関心が高まった。 

・のりを使うことに抵抗がなくなり、今まで使えていた児童は、塗り方がさらに上達した。 

【課題】 

・写真カードと文字マッチングの活動を一人ずつにしたため、待ち時間が少し長かった。 

・宝探しの場面で一斉に移動していたため、一人一人が写真カードの場所を理解して移動できている

かの把握が難しかった。 

つなが

りの 

分析 

 授業でクラスの友達との活動を積み重ねるなかで自信を付け、高校生とも一緒に活動することがで

きた。高学年になり、高校生との交流も授業交流や昼休み交流等で回数を重ねていることから初対面

の高校生とでも緊張せずにすぐに打ち解けて活動できるようになっている。高校生とのこのような経

験を積み重ね、今後地域社会の様々な年齢層の人と接する時にも同じように関われる力を付けられる

ようにしていきたい。 

 


