
特別支援学校小学部 国語・算数科学習指導案 

 

日 時 平成 25 年○月○日（○） 

対 象 肢体不自由教育部門小学部○グループ 
学校名 東京都立○○特別支援学校 
授業者 教諭 Ｔ１ 

教諭 Ｔ２ 
教諭 Ｔ３ 
教諭 Ｔ４ 
講師 Ｔ５ 

１ 単元名 

  影絵「にじいろの さかな」 

 

２ 単元（題材）の目標 

  ・教材の動きや場面の変化を見たり聞いたりして捉え、物語の流れに見通しをもち、期待する。 

  ・歌や語りから雰囲気を感じ取り、自分なりの方法で気持ちを表現する。 

・（後半）提示された教材を自分から操作する（しようとする）。 

   

３ 単元の評価規準 

 ア 関心・意欲・態度 イ 思考・判断・表現 ウ 技能 エ 知識・理解 

単
元
の 

評
価
規
準 

・教員からの関わりに対 
して自分から応えよう 
とする。 

・自分から教材に関わろ 
うとする。 

・自分への関わりに気付

き、表情やしぐさ等で

気持ちを表現している。

・関わりや教材に注意を 
向けることができる。 

・自分から身体を動かす 
ことができる（動かそ 
うとしている）。 

・学習の流れを理解し、

予測し期待する。 

学
習
活
動
に
即
し
た
具
体

的
な
評
価
規
準 

①教員の問いかけや歌

などを受け止め、応答

しようとする。 
②提示された教材を捉

え、（教員と一緒に）

触れようとする。 

①教員の問いかけや歌

などに視線や顔を向

けている。 
②自分なりの方法で応

答したり気持ちを表

現したりしている。 

①影絵や人形などをと

らえ、視線や顔を向け

ることができる。 
②（教員と一緒に）人形

に手を伸ばし、自分な

りの方法で身体を動

かすことができる（動

かそうとしている）。 

①物語の展開を理解

し、視線や表情、

身体の動き、表情

の変化等で気持ち

を予測することが

できる。 

 

４ 指導観 

（１）単元観 

本単元では「自立活動」の内容である六つの区分「健康の保持」「心理的な安定」「人間関係の形成」

「環境の把握」「身体の動き」「コミュニケーション」の中から、指導目標を達成するために必要な項目

を選定、関連させながら学習を進めている。その中で、「国語・算数」の授業においては『特別支援学

校学習指導要領解説総則等編（幼稚部・小学部・中学部）』第３章・第３節・第２国語の内容、１段階

「（１）教師の話を聞いたり、絵本などを読んでもらったりする」「（２）教師などの話しかけに応じ、

表情、身振り、音声や簡単な言葉で表現する」「（３）教師と一緒に絵本などを楽しむ」、第３算数の内

容、１段階「（１）具体物があることが分かり、見分けたり、分類したりする」を取り入れた。例えば

単元の目標「歌や語りから雰囲気を感じ取り、自分なりの方法で気持ちを表現する」は、安心できる教

員に支えられながら（「心理的な安定」）関わりや物語、歌などを受け止め（「人間関係の形成」「環境の



把握」及び「国語１段階（１）」）、笑顔や発声、身体の動き等、児童一人一人がもっている力を使って

気持ちを表現する（「コミュニケーション」、「身体の動き」及び「国語１段階（２）」）ことであるとい

うことができる。このように、単元の目標において自立活動及び国語、算数の指導内容を関連させ、よ

り具体的な指導を行うように心がけている。 

児童が楽しみながら学習できるよう、この単元を二つの時期に分け、前半は影絵を見ること、歌や語

りを聞くことで物語の内容を理解する時期、後半は物語を理解して見通しをもった上で、児童の活動で

物語が展開する時期とした。 

本単元では、信頼する大人との関わりに支えられながら繰り返し学習することを通して、気持ちや要

求を伝える力や、分かりやすい物語の内容やはっきりした「寂しい（ネガティブ）」「楽しい、嬉しい（ポ

ジティブ）」の場面の切り替わりを感じ分けて自分の気持ちを表す力、言葉の理解へとつながる力、自

分から外界に働きかけ環境を変化させることで欲求を満たし達成感を味わう力などを身に付けさせた

い。それらを基盤にして、学校や家庭、地域で豊かに生活することができるよう指導していきたい。 

（２）児童観 

認識・コミュニケーションの面では、どの児童も身近な大人との楽しい関わりの中で、笑顔を見せた

り発声したりすることで気持ちを表現することができる。しかし、外界からの働きかけを受信する力や

気持ちを発信する力を充分に発揮するためには、体調、姿勢、視覚支援、安心・安定した人間関係など、

あらゆる面での環境設定が必要であり、その力を発揮できる場面はまだ限定的である。様々な環境を整

え、わずかな表情の変化や身体の動きを見落とさずに受け止め、言葉や身体接触等でフィードバックし

ながら学習を繰り返すことで、学習への意欲や活動に対する期待感を高め、コミュニケーションの力を

付けていくことが課題である。 

（３）教材観 

 『にじいろの さかな』（マーカス・フィスター／作、谷川俊太郎／訳）は、輝くうろこをもつ魚が

主人公の物語である。他の魚は彼をにじうおと呼び、遊びに誘ったり、輝くうろこを欲しがったりする

が、にじうおは冷たく追い払う。しだいに他の魚はにじうおに関わろうとしなくり、独りぼっちになっ

てしまって寂しいにじうおは、賢いたこに相談する。「輝くうろこを他のさかなにあげれば、しあわせ

になる」と言われ、にじうおは他の魚に輝くうろこをあげた。自分の輝くうろこは１枚だけになってし

まったが、友達ができて幸せになった、という内容である。 

 この絵本の根底に流れる「寂しい（ネガティブ）」「嬉しい・楽しい（ポジティブ）」を語りや歌など

を通して強調しながら展開することで、雰囲気を感じ、気持ちを表現する力を育てたいと思い、選定し

た。また、ネガティブな場面とポジティブな場面の切り替えがはっきりしていること、話が分かりやす

いことも選定の理由である。 

この物語を影絵で表現し、視覚的な支援をするとともに具体物を提示し、児童が活動することで場面

が切り替わるよう学習を進めてきた。なお、教材の内容は絵本の文章を割愛したり、繰り返しの言葉を

入れたりして、より分かりやすい『A グループ版「にじいろのさかな」』として授業を行っている。 

 

５ 年間指導計画における位置付け 

 本グループの国語・算数の学習では、児童の興味・関心や課題を考慮しながら、①物語の内容が分か

りやすいもの②児童が参加することによって場面の切り替えができるもの③児童の行動の結果が視覚

的にも分かりやすいものを、題材として学習を進めていく予定である。 

 



６ 単元の指導計画と評価計画（１２時間扱い） 

指導

時間 

学習内容・学習活動 学習活動に即した具体的な評価規準 

（評価方法） 
前半 
５時
間 

・影絵（の動き）を捉える。 
 
・お話や歌に親しみ、展開を期待して気持ちを

表現する。 
・場面の変化を捉え、雰囲気を感じ取り、しぐ

さや表情の変化で気持ちを表す。 

ア－①、ウ－① 
（視線、表情、身体の動き、発声等の観察） 
イ－①②、エ－① 
（視線、表情、身体の動き、発声等の観察） 
イ－①②、ウ－①、エ－① 
（視線、表情、身体の動き、発声等の観察） 

後半 
７時
間 

（前半の学習内容を継続しながら） 
○展開を予測して、「にじうお」の人形に（教
員の支援を受けながら）関わろうとする。 

○「にじうお」の人形からうろこを取ることで
お話が進むことが分かり、気持ちをしぐさや
表情の変化で表す。 

 
ア－①、イ－①②、ウ－①、エ－① 
（視線、表情、身体の動き、発声等の観察） 
ア－②、イ－①②、ウ－①②、エ－① 
（視線、表情、身体の動き、発声等の観察） 

 

７ 単元に関する個々の児童の実態と本時の目標 

児

童 
実態 本時の目標 指導の手だて 

評価規準 
（評価方法）

Ａ 呼吸状態に特に配慮を要し、必要

に応じて痰や鼻汁の吸引を行うこ

とがあり、姿勢の保持に配慮を要

する。気になることがあるとその

方向に顔や身体を向ける様子が見

られるが、注視することは難しい。

体調が整っており、気分が良い時

には笑顔になったり、声を出した

りすることがある。右手を顔に近

づけるように動かすことがある。 

○物語を楽しみ、表情の変
化や発声で気持ちを表
現する。 

○語りや曲の雰囲気を感
じ、表情やしぐさで表現
する。 

○影絵や人形に注意を向
ける。 

○表情の変化や発声など
に対して、適切な言葉が
け等で返答する。 

○車いすの角度調整や姿
勢保持で、影絵や人形へ
の注目を促す。 

 

ア－①
イ－①② 
ウ－① 
エ－① 
（視線、表情、身

体の動きの観察）

○（教員と一緒に）手を動
かし、にじうおのうろこ
を取ろうとする。 

○肘や腕等の適切な介助
を行う。 

ア－②
ウ－② 
（視線、表情、腕

手の動きの観察）

Ｂ 呼吸状態に配慮を要し、必要に応

じて痰や鼻汁の吸引を行うことが

あり、姿勢の保持に配慮を要する。

学習に期待感をもち、普段歌って

いる歌や繰り返しの学習に対して

笑顔を見せる。活動への意欲が高

まると、全身が震えるように力が

入ることがある。働きかけに対し

て左腕を動かしたり、発声で応答

したりすることがある。視覚的に

は両目とも左端に黒目がひきつけ

られていることが多いが、対象を

とらえている様子が見られる。 

○展開を予測しながら物
語を楽しみ、表情の変化
や発声で気持ちを表現
する。 

○影絵や人形を視覚で捉
え、表情が変化したり発
声したりする。 

○表情の変化や発声など
に対して適切な言葉掛
け等で返答する。 

 
○体調や緊張に配慮した
姿勢保持を行い、影絵や
人形への注目を促す。 

ア－①
イ－①② 
ウ－① 
エ－① 
（視線、表情、発

声、身体の動きの

観察） 
○腕や手を動かし、にじう

おのうろこを取ろうと
する。 

○肩や肘、腕等の適切な介
助を行う。 

ア－②
ウ－② 
（視線、表情、発

声、腕や手の動き

の観察） 

Ｃ 視覚的には比較的良好で、注視、

追視する様子が見られる。言葉が

けややりとりの中で笑顔を見せた

り、要求の発声をしたりすること

がある。口の中に手を入れる自己

刺激行動をしていることがある

○展開を予測しながら物
語を楽しみ、表情の変化
や発声で気持ちを表現
する。 

○影絵や人形に注意を向
け注目する。 

○表情の変化や発声など
に対して適切な言葉掛
け等で返答する。 

○体調や状態に応じて適
切な関わりをする。 

ア－①
イ－①② 
ウ－① 
エ－① 
（視線、表情、発

声、身体の動きの

観察） 



が、気持ちが学習に集中すると自

分からやめることがあり、教材を

呈示すると自分から手を伸ばすこ

とがある。 

○腕や手を動かし、にじう
おのうろこを取ろうと
する。 

○言葉がけで教材への注
意を促す。 

ア－②
ウ－② 
（視線、表情、発

声、腕や手の動き

の観察） 
Ｄ 気管切開をしており、呼吸状態を

含め全身状態に十分な配慮が必要

である。必要に応じて痰の吸引を

要する。揺さぶりなどの好きなこ

とや、普段関わっている教員に安

心した表情を見せるなどの様子が

見られ、笑顔になることがある。

視覚的には、光を感じている程度

と診断されている。 

○物語を楽しみ、表情の変
化で気持ちを表現する。

○語りや曲の雰囲気を感
じ、表情やしぐさで表現
する。 

○影絵や人形に注意を向
ける。 

○表情の変化や発声など
に対して適切な言葉掛
け等で返答する。 

○体調や緊張に配慮した
姿勢保持を行い、影絵や
人形への注目を促す。 

 

ア－①
イ－①② 
ウ－① 
エ－① 
（視線、表情、身

体の動きの観察）

○教員と一緒に手を動か
し、にじうおのうろこを
取ろうとする。 

○肩や肘、腕等の適切な介
助を行う。 

ア－②
ウ－② 
（視線、表情、腕

手の動きの観察）

Ｅ 生活リズムが不安定になりやす

く、関わりに配慮を要する。常同

行動が見られ、その動きで気持ち

の安定を図っている。興味のある

ものは注・追視することがあり、

対象をとらえている様子が見ら

れ、物や人に手を伸ばすことがあ

る。普段関わっている教員には安

心した表情を見せることがあり、

自分から手を伸ばして関わろうと

することがある。現在はグループ

の学習には参加していない。 

○物語を楽しみ、表情の変
化で気持ちを表現する。

○語りや曲の雰囲気を感
じ、表情やしぐさで表現
する。 

○影絵や人形に注意を向
ける。 

○表情の変化や発声など
に対して適切な言葉掛
け等で返答する。 

○体調や状態に応じて適
切な関わりをする。 

ア－①
イ－①② 
ウ－① 
エ－① 
（視線、表情、発

声、身体の動きの

観察） 

○（教員と一緒に）手を動
かし、にじうおのうろこ
を取ろうとする。 

○言葉がけで教材への注
意を促す。 

ア－②
ウ－② 
（視線、表情、発

声、腕や手の動き

の観察） 

Ｆ 睡眠リズムや発作等の関係で、覚

醒レベルが低い時がある。身近な

大人とのやりとりや活動への期待

感から笑顔を見せることがある。

やりとりや歌に応答するように口

を動かしたり発声したりすること

がある。定頸しておらず、また反

り返りの緊張が強いことから視線

が定まらず、注視や追視する様子

ははっきりとは確認できないが、

気配や雰囲気、聴覚的な情報等で

周囲の状況をとらえている様子が

見られる。体調が整っている時は

左腕を動かすことがある。 

○物語を楽しみ、表情の変
化で気持ちを表現する。

○語りや曲の雰囲気を感
じ、表情やしぐさで表現
する。 

○影絵や人形に注意を向
ける。 

○表情の変化や発声など
に対して適切な言葉掛
け等で返答する。 

○体調や緊張に配慮した
姿勢保持を行い、影絵や
人形への注目を促す。 

 

ア－①
イ－①② 
ウ－① 
エ－① 
（視線、表情、発

声、身体の動きの

観察） 

○（教員と一緒に）手を動
かし、にじうおのうろこ
を取ろうとする。 

○肩や肘、腕等の適切な介
助を行う。 

ア－②
ウ－② 
（視線、表情、発

声、腕や手の動き

の観察） 

Ｇ 季節や状態によって呼吸状態が良

くないことがあり、姿勢保持には

配慮を要する。首を左に向けるよ

うな緊張が入ることがあり、また

視覚的に対象をとらえることは難

しいが、気配や雰囲気、聴覚的な

○物語を楽しみ、表情の変
化で気持ちを表現する。

○語りや曲の雰囲気を感
じ、表情やしぐさで表現
する。 

○影絵や人形に注意を向
ける。 

○表情の変化や発声など
に対して適切な言葉掛
け等で返答する。 

○体調や緊張に配慮した
姿勢保持を行い、影絵や
人形への注目を促す。 

 

ア－①
イ－①② 
ウ－① 
エ－① 
（視線、表情、身

体の動きの観察）



情報等でとらえている様子が見ら

れる。歌には応答が良く、一緒に

歌うように口を何度も動かすこと

が多い。言葉掛けや身体接触等の

関わりで笑顔になることがある。

突然の音に対して驚愕反応が見ら

れる。体調が整っている時は腕を

上下に動かすことがある。 

○教員と一緒に手を動か
し、にじうおのうろこを
取ろうとする。 

○肩や肘、腕等の適切な介
助を行う。 

ア－②
ウ－② 
（視線、表情、腕

手の動きの観察）

Ｈ 視覚的には良好と判断でき、注

視・追視する様子が見られる。ま

だ理解していないものや慣れない

物等が目前に呈示されると視線を

そらそうとすることがある。言葉

がけややりとりの中で笑顔や発声

が見られる。手を大きく動かして

いることが多いが、気持ちが学習

に集中すると止まることがある。 

○物語を楽しみ、表情の変
化で気持ちを表現する。

○語りや曲の雰囲気を感
じ、表情やしぐさで表現
する。 

○影絵や人形に注意を向
け、注目する。 

○表情の変化や発声など
に対して適切な言葉掛
け等で返答する。 

○体調や状態に応じて適
切な関わりをする。 

 

ア－①
イ－①② 
ウ－① 
エ－① 
（視線、表情、発

声、身体の動きの

観察） 

○（教員と一緒に）手を動
かし、にじうおのうろこ
を取ろうとする。 

○肘や腕等の適切な介助
を行う。 

ア－②
ウ－② 
（視線、表情、発

声、腕や手の動き

の観察） 

 

８ 配置図 
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９ 指導に当たって 

（１）指導形態の工夫 

授業の前半はＴ１が影絵を演じるため、Ｔ１以外の教員が児童の表出・表現を意識の途切れなどに配

慮しながら言葉がけや身体接触などで応答する役割を、行うようにしている。その日の児童の様子は、

授業のまとめで共通理解を図るようにしている。後半はＴ１が「にじうお」の人形を提示し、学習を進

める。児童の配置は、視覚的な捉え方や姿勢等に配慮して決定した。 

 

（２）指導方法の工夫 

授業を進める中で配慮している点は、①背景に衝立やアコーディオンカーテンを使用し、教員や影絵

等の対象物を捉えやすいようにする、②歌（ＭＤ）はできるだけ前方から流す、③影絵はゆっくり動か

す、④語りをはっきり話す、⑤「はい、どうぞ」「ありがとう」のやりとりの言葉を繰り返し入れるこ

とで分かりやすく伝わるように心掛けた。このことに配慮しながらも、児童の様子や授業を繰り返す中

でいくつか課題が見えたので、グループで検討した。そして、①Ｔ１の声がスクリーンに反射して、や

や聞こえにくくなってしまうため、マイクを使用して語りを聞こえやすくする、②「にじうお」のうろ

こを取るとき、人間の影が出ると不自然に見えるので、テグス（釣り糸）を使用して操作する、③うろ

こを渡したことに気付きにくいので、鈴を鳴らし、聴覚的にも支援をすることを改善してきた。 

 

（３）教材・展開の工夫 

学習を進めるに当たっては、影絵という手法で視覚的に捉えやすいようにした。また、児童の集中で

きる時間や一人一人のねらいと課題を考慮し、絵本の文章を割愛したり、繰り返しの言葉を挿入したり

して内容や雰囲気が伝わりやすいように展開すること、挿入歌を活用し雰囲気を捉えやすくすることな

どを工夫した。このように、児童の実態や課題に応じて伝えたい内容や原作がもっているメッセージを

より伝わりやすく、またどのように学習に取り入れるかを検討し、授業を展開することが大切であると

考える。 

展開に当たっては二つの時期（①物語の内容や歌に親しみ、影絵や場面の変化を十分に見て、感じて、

捉える②自分達の活動で物語を進める）に分け、児童がより物語の世界を楽しめるよう配慮した。なお、

挿入歌は雰囲気が伝わりやすいよう、オリジナルのものを作詞作曲した。また、「にじうお」の人形は

児童が捉えやすい色、大きさ、感触を考慮して作成した。 

 

１０ 本時（全１２時間中の第９時間目） 

（１）本時の目標 

・物語を楽しみ、表情の変化や発声等で気持ちを表現する。 

・場面の切り替わりに気付き、表情やしぐさで表す。 

・影絵の動きや人形を捉える。 

・（教員と一緒に）身体を動かし、「にじうお」のうろこを取る（取ろうとする）。 

 

（２）本時の展開 

別紙参照 

 

 



別紙１０－（２）本時の展開 
時間 学習内容と学習活動 指導上の留意点・配慮事項 児童の活動とねらい（○）と支援（・） 学習活動に即した具体的な評

価規準（評価方法） Ｂ Ｃ Ｈ 
導入 
5分 

○始まりの挨拶 
○Aグループの歌（呼名） 
・学習の始まりを意識する。

・呼名に応答する。 

○学習に向かえるように事前に体調

や姿勢を整える。 
○Ｔ１以外は言葉掛け等で、児童の自

発的な動きを促す。 
 

○学習の始まりに気付き、Ｔ１に

視線を向ける。 
○発声や手の動きで、問いかけや

呼名に応える。 
・適切な姿勢を整え、応答しやす

いようにする。 

○学習の始まりを意識して笑顔

になる。 
○発声や左手を挙げる動きで、問

いかけや呼名に応える。 
・自己刺激行動が止まない場合は

Ｔ５が支援を行う。 

○学習の始まりに気付き、Ｔ１に視

線を向け、発声する。 
○視線や発声で、問いかけや呼名に

応える。 
・Ｔ１やＴ５は、その日の心身の状

態に応じて関わる。 

ア－① 
イ－①② 
ウ－① 
エ－① 
（視線、表情、身体の動き

の観察、発声） 
準備 
5分 

・影絵の準備を始める。準備の間ＢＧＭ（挿入歌のアレンジ）を流し、学習に期待感がもてるようにする。
・児童がお話の始まりに気付くように言葉掛けなどを行う。 

展開 
30分 

○『にじいろのさかな』 
①始まりの場面 
・影絵や語り、歌に気持ちを

向ける。 

○Ｔ１は楽しい雰囲気で進行する。 
○Ｔ１以外は影絵への注目を促す（姿

勢や言葉掛け等）。また、児童の表

出・表現に応答する。 
○Ｔ３を中心に挿入歌を楽しい雰囲

気で歌う。 

○影絵の動きや歌を受け止め、発

声や表情の変化、身体の動きで

気持ちを表現する。 
・Ｔ３が言葉掛けや首の位置の調

整等で影絵への注意を促し、表

情の変化や身体の動き等を読

み取り、応答する。 

○影絵の動きや歌を捉え、発声や

表情の変化等で気持ちを表現

する。 
・Ｔ４が言葉掛けや指差し、常同

行動の抑制等で影絵への注意

を促し、表情の変化や身体の動

き等を読み取り、応答する。 

○影絵の動きや歌に気付き、発声や

表情、身体の動きで気持ちを表現

する。 
・Ｔ５が気持ちの安定を図りながら

言葉掛けや指差し等で影絵への

注意を促し、表情の変化や発声等

を読み取る。 

ア－① 
イ－①② 
ウ－① 
エ－① 
（視線、表情、身体の動き

の観察、発声） 
 
 
※本時については上記の

とおり評価を行うが、本

時までの経緯を考慮し

ながらの評価も行う。 
例）毎回決まった場面で笑

顔になる等 

②一人ぼっちになる～たこ

に相談する場面 
・影絵や語り、歌に気持ちを

向け、寂しい雰囲気を感じ

取る。 

○Ｔ１は寂しい雰囲気で語りを行う。

○Ｔ１以外は影絵への注目を促す（姿

勢や言葉掛け等）。また、児童の表

出・表現に応答する。 

○場面の変化を影絵や歌、語りか

ら感じ取り、気持ちを発声や表

情の変化で表現する。 
・Ｔ３が言葉掛けや首の位置の調

整等で影絵への注意を促し、表

情の変化や身体の動き等を読

み取り、応答する。 

○場面の変化を影絵や歌、語りか

ら感じ取り、気持ちを発声や表

情の変化等で表現する。 
・Ｔ４が言葉掛けや指差し、常同

行動の抑制等で影絵への注意

を促し、表情の変化や身体の動

き等を読み取り、応答する。 

○場面の変化を影絵や歌、語りから

感じ取り、気持ちを発声や表情の

変化等で表現する。 
・Ｔ５が気持ちの安定を図りながら

言葉掛けや指差し等で影絵への

注意を促し、表情の変化や発声等

を読み取る。 
③うろこをあげる場面 
・影絵や語り、音に気持ちを

向け、楽しい雰囲気を感じ

取る。 

○Ｔ１は楽しい雰囲気で語りを行う。

○Ｔ１以外は影絵への注目を促す（姿

勢や言葉がけ等）。また、児童の表

出・表現に応答する。 
○Ｔ５はうろこをあげる場面で鈴を

鳴らし、場面の変化への気付きを促

す。 

○場面の変化を影絵や鈴の音、語

りから感じ取り、気持ちを発声

や表情の変化で表現する。 
・Ｔ３が言葉掛けや首の位置の調

整等で影絵への注意を促し、表

情の変化や身体の動き等を読

み取り、応答する。 

○場面の変化を影絵や鈴の音、語

りから感じ取り、気持ちを発声

や表情の変化等で表現する。 
・Ｔ４が言葉掛けや指差し、常同

行動の抑制等で影絵への注意

を促し、表情の変化や身体の動

き等を読み取り、応答する。 

○場面の変化を影絵や鈴の音、語り

から感じ取り、気持ちを発声や表

情の変化等で表現する。 
・Ｔ５が気持ちの安定を図りながら

言葉掛けや指差し等で影絵への

注意を促し、表情の変化や発声等

を読み取る。 
④うろこを取る活動 
・（教員と一緒に）「にじうお」

のうろこを取る。 

○Ｔ１は見えやすい距離から人形を

提示する。 
○児童ができたことを、Ｔ１を中心に

誉める。 
○ 後にＴ３を中心に挿入歌を楽し

い雰囲気で歌う。 

○「にじうお」の人形に注意を向

け、（教員と一緒に）紐を引っ

張り、うろこを取る。 
・Ｔ１は適切な方向から教材を提

示する。 
・Ｔ３は児童の動きを大切にしな

がら肘や腕の介助を行う。 

○「にじうお」の人形を捉え、う

ろこをつかんで取る。 
・Ｔ１は適切な距離から教材を提

示する。 
・必要に応じてＴ４は言葉がけで

対象物への気付きを促す。 

○「にじうお」の人形に注意を向け、

うろこをつかんで取る。 
・Ｔ１は適切な距離や方向から教材

を提示する。 
・視線が定まらない場合はＴ５が言

葉がけ等で対象物への気付きを

促す。 

ア－①② 
イ－①② 
ウ－①② 
エ－① 
（視線、表情、身体の動き、

腕や手の動きの観察、発

声） 
ま 

と 

め 

5分 

○振り返り 
・活動を振り返る。 
○終わりの挨拶 
・学習の終わりを意識する。

○教員全員で出来たことや良かった

ことを誉める。 
○適切な表現を用いる。 

○発表している児童と教員に視線を向けたり、表情を変化させたりする（発表を聞く児童）。 
○教員の言葉や問いかけに対して表情の変化や発声、身体の動き等で気持ちを表現する（発表する児童）。 
○グループ学習の終わりを意識し、大きく息を吐いたり、表情を変化させたりする。 
・近くにいる教員が適切な言葉掛けで児童の活動を賞賛し、次時への意欲へとつなげる。 

＊児童は８名中３名を抜粋。児童のその日の体調や状態によっては、学習内容を変更することがある。 


