
国語・算数科 学習指導案 
 
日 時 平成 24 年○月○日（○） 

                                 ○○：○○～○○：○○ 

対 象 小学部グループ児童５名 

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） 

場 所 １年○組 

 
１ 単元名 

  「まんまるさんとしかくさん」 
 
２ 単元の目標 

（１）活動に集中して見聞きしたり、活動したりし、感じたことを表現する。 
（２）自分の行動と、その行動によって変化する結果の関係を理解する。 
（３）やりたい活動を選び、自分なりの方法で伝える。 
 
３ 単元の評価規準 

 
４ 指導観 

（１）単元観 

本単元では、既習の学習の系統性を踏まえ、また、児童の実態から、特別支援学校学習指導要領

解説・総則編・第３節小学部・第２国語の内容「１段階（２）教師などの話し掛けに応じ、表情、

手振り、音声や簡単な言葉で表現する。」、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。」と関連付けて展開する。 

単元を通じて、教員からの様々な働きかけに対し、自分なりの方法で表現する力（単元目標（１））

や、やりたい活動を選び教員に表現したりする力（単元目標（３））を育む学習、また、具体物に

触れることを通して、自分の行動とその行動によって変化する結果の関係を理解する力（単元目標

（２））を養う学習を重視する。 
 
 
 
 

 ア 興味・関心・態度 イ 思考・判断・表現（知識・理解） ウ 技能 

単
元
の 

評
価
規
準

・活動に集中して見聞きした

り、進んで取り組んだり

し、感じたことを表現しよ

うとしている。 

・自分の行動と、その行動によって

変化する結果の関係を理解したり、

自分なりの方法でやりたい活動を

選んだりしている。 

・手を使い、音や画面を

変化させたり、やりた

い活動を選んで活動

したりしている。 

学
習
活
動
に
即
し
た 

具
体
的
な
評
価
規
準 

①教員の話しかけや動き、歌

や音、画面変化を集中して

見聞きし、感じたことを、

視線や表情、身体の動き、

発声等で表現しようとし

ている。 

②意欲的にスイッチを操作

しようとしたり、選んだ活

動を取り組んだりしよう

としている。 

③友達の活動に視線を向け

て見聞きし、感じたことを

表現しようとしている。 

①自分の行動によって、音や画面が変

化することを理解している。 

②具体物に手を伸ばしたり、写真カー

ドを教員に渡したりすることで、自

分のやりたい活動ができることを理

解して自分の意思を表現している。

 

①音や画面を変化させる

ために、画面を見なが

らスイッチを押した

り、曲げたりしている。

②選んだ活動に対し、

手を伸ばしてボール

を転がしたり、箱を倒

したりしている。 



（２）児童観 
本グループは自立活動を主とする教育課程に学ぶ児童２年生１名、３年生１名、４年生１名、５

年生２名の計５名で構成されている。 
健康・身体面では、発作への配慮を要するも、概ね体調は安定しており、座位保持いす等を使用

することで、学習に対する意欲を引き出す姿勢を保てる。また、手の操作性については、意図的に
物を持ったり、放したり、入れたりできる児童から、持つことはできるが、意図的に放したり、入
れたりすることが難しい児童がいる。 
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

たり発声をしたりすることで、楽しい・嬉しい気持ちを表現することができる。また、積極的に人
や物に関わろうとする児童や、簡単な動作・音声模倣が可能な児童、大人からの働きかけを受け、
それにゆっくりではあるが、返そうとしようとする児童がいる。表出の方法に差があるが、全員が
働きかけを受容することができ、じっくり時間をかけることで人や物に関わろうとすることができ
る。 
本グループは、国語・算数科の学習において、昨年度まで「はらぺこあおむし」「こぶたぬきつ

ねこ」「てぶくろ」、今年度１学期は「三匹のやぎのがらがらどん」などの題材を取り扱ってきた。
これらの学習を通じて、繰り返しのフレーズや歌等を手がかりに、期待や見通しをもってお話を見
聞きする（国語）、言葉の響きやリズムを楽しんだり、声を出したりする（国語）、簡単なルール（自
分の行動と変化の結果の関係）を意識して、人や物に関わる（算数）、などを大きな目標として学
習してきた。 
これまで国語・算数科の学習を通じて、場面の変化を感じ、期待感をもって次の展開を予測する

力や、感じたことを表現する力、具体物を通じて人や物と積極的に関わろうとする力等が少しずつ
高まってきている。本単元では、これらの力を基盤にしてさらに深めつつ、さらに児童のコミュニ
ケーション能力がより高まるよう、①見聞きして感じたことを表現したり、自分の要求を他者に明
確に伝えたりする課題（国語）や、②自分の行動によって人や物が変化する関係の理解を促す課題
（算数）に取り組む。 

 
（３）教材観 
   特別支援学校学習指導要領解説・総則編第３編・第２部・第３章・第１節２（１）には、知的障

害のある児童生徒の学習上の特性として、「成功経験が少ないことなどにより、主体的に活動に取
り組む意欲が十分に育っていない」と記載されている。 
また、同学習指導要領解説・総則編・第３節小学部、第３算数 1段階（１）には、「教具を使っ

たり、具体物を操作したりすることなどに興味をもち、自分の手足や身体を使って活動できるよう
にするために、教師が大きな動作を加えて賞賛したり、正しく操作できたら音や光が出る教具を用
いたいりするなど、確実に児童の感覚を活用することが重要である。」と記載されている。 
本単元では、これらと関連付け、パソコンと接続されたスイッチ、ボールや箱などの具体物に対

し、手を使って活動し、正しく操作できたら、音や形が大きく変化する教材・教具を使用する。主
体性や手の操作性に課題のある児童がいるが、小さな力で操作できるスイッチや、ボールが転がり
やすい傾斜台を使用することで成功経験を積み、主体的に活動する力を育む。 

①「まんまるさん」と「しかくさん」 
本来はパネルシアター用の教材である。丸や四角いパネルが歌とともにいろいろな動物の形に変

化する過程を楽しむ教材である。本単元では、マイクロソフト社のソフト「パワーポイント」を活
用し、パソコンと接続したスイッチを押すことによっていろいろな動物に形が変化していく過程を
児童に提示する。見て聴いて楽しみ、画面への注目を促すとともに、スイッチを利用することでい
ろいろな動物に形が変化することの理解を促す。 

②「風船割りゲーム」と「びっくり箱」 
   「風船割りゲーム」はパソコンと接続したスイッチを押すことで、画面上の丸い風船が音と同時

に少しずつ膨らみ、繰り返しスイッチを押すと大きな音とともに風船が割れるゲームである。スイ
ッチを押すという行動と、風船が膨らみ割れるという結果が分かりやすいソフトである。また、「び
っくり箱」は同じくスイッチを押すことで、画面上の四角い箱から音とともにピエロが飛び出すゲ
ームである。繰り返し押さないと風船が割れない「風船割りゲーム」比べ、一回の操作ですぐ音と
ともにピエロが飛び出すという点で、より結果がわかりやすいゲームである。いずれのソフトも、
自分の行動と変化の結果の関係の理解を促す。 

③「ボウリング」と「箱倒し」 
   「しかくさん」が変化した鬼を倒す活動として二つの方法を児童に提示し、やりたい活動の選択

を促す。一方は、ペットボトルに貼られた鬼の形を、ボールを転がして倒す「ボウリング」。もう
一方は、鬼の形をした箱を直接手で押して倒す「箱倒し」である。いずれの活動とも、自分の行動
と変化の結果の関係の理解が分かりやすく、好きな児童が多い。好きな活動を通じて、「もっとや
ってみたい」という意欲を引き出し、また、提示されたボールと箱の具体物を、手を伸ばして選ん
だらそのゲームができる、という理解につなげる。具体物で選べるようになった児童に対しては、
写真カード等を利用して選べる課題に取り組み、より抽象的な物の理解にもつなげる。 



５ 年間指導計画における位置付け 

（１）年間指導計画 

  別紙「国語・算数」参照 
  

（２）学習グループ(３・４年)の時間割（※印の欄は、時期に応じて教科・単元を変えて設定している。） 

月 火 水 木 金 

朝   の   会 

日常生活の指導 日常生活の指導 日常生活の指導 
自立活動 

（特設） 
日常生活の指導 

自立活動 

（朝の会） 

自立活動 

（朝の会） 

生活単元学習 

遊びの指導 

自立活動 

（朝の会） 

自立活動 

（朝の会） 

生活単元学習 

（学年の時間） 

※国語・算数/ 

音楽/図工 

※国語・算数/ 

音楽/図工 

※国語・算数/ 

音楽/図工 

※国語・算数/ 

音楽/図工 

給    食 

昼   休   み 

日常生活の指導 日常生活の指導 日常生活の指導 日常生活の指導 
日常生活の指導 

学級活動 

（クラブ） 
生活単元学習 

自立活動 

（特設） 
生活単元学習 

帰りの会 

自立活動 自立活動 
帰りの会 

自立活動  

 
帰りの会 帰りの会 帰りの会 

 
６ 単元の指導計画と評価計画（８時間扱い） 

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） 

第１次 

 

２時間 

・「まんまるさんとしかくさん」を見聞きし、感じた
こと、理解したことを表現する。 

 
・「風船割りゲーム」と「びっくり箱」に取り組み、
自分の行動とその行動によって音や形が変化する
結果の関係に気付く。 

ア－① 
（視線、表情、身体の動きの観察・
発声） 

ア－①・②、イ－①、ウ－① 
（視線、表情、手の動きの観察・発声）

第２次 

 

４時間 

（ 本 時 は

２時間目） 

・「風船割りゲーム」（「びっくり箱」）に取り組み、
自分の行動とその行動によって音や形が変化する
結果の関係を捉える。 

・「ボウリング」と「箱倒し」のうち、やりたい方の
具体物を選ぶ。 

・「ボウリング」と「箱倒し」に取り組み、自分の行
動とその行動によって具体物が変化する結果の関
係を捉える。 

ア－①・②、イ－①、ウ－① 
（視線、表情、手の動きの観察・発声）
 
イ－② 
（視線、表情、手の動きの観察・発声）
ア－②、ウ－② 
（視線、表情、手の動きの観察・発声）

第３次 

 

２時間 

・「風船割りゲーム」（「びっくり箱」）に取り組み、
自分の行動とその行動によって変化する結果の関
係の理解を深める。 

・「ボウリング」と「箱倒し」のうち、やりたい方の
具体物（児童の理解によっては写真カード）を選
ぶ。 

・「ボウリング」と「箱倒し」に期待して取り組み、
自分の行動とその行動によって具体物が変化する
結果の関係の理解を深める。 

・友達の活動を集中して見聞きし、感じたことを表
現する。 

ア－①・②、イ－①、ウ－① 
（視線、表情、手の動きの観察・発声）
 
イ－② 
（視線、表情、手の動きの観察・発声）
 
ア－②、ウ－② 
（視線、表情、手の動きの観察・発声）
 
ア－③ 
（視線、表情、身体の動きの観察・
発声） 

 
 



７ 配置図 
＜「風船割りゲーム」か「びっくり箱」時＞     ＜「ボウリング」と「箱倒し」時＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８ 指導に当たって 
（１） 授業の形態の工夫について 

・活動内容に集中できるよう、黒い背景やついたてを使用し、できるだけ雑音がなく、不要な物が
視界に入らない環境をつくる。 

・児童の見やすい姿勢を配慮し、児童の並び順（位置）を決定する。 
・他の児童が見えやすいよう、個々の児童の活動は集団の前に出て行う。 

 
（２） 指導内容・方法の工夫について 

・「まんまるさん」と「しかくさん」の違いを意識できるよう、それぞれ提示する教員、登場場所
等を変える。 

・画面に注目を促せるよう、慣れ親しんだ教員を画面上に映し、注目を引くように画面から声かけ
をする。 

・自分の行動とその行動の結果の関係が理解しやすいよう、児童の実態に適したスイッチの種類、
スイッチの提示場所にする。 

・やりたい活動を選ぶ際は、具体物から抽象物への理解を促せるよう、個々の児童の実態、課題に
合わせ具体物や、写真カード等を使用する。 

 
（３）教材・教具の工夫について 
  ・自分の行動とその行動の結果の関係が理解しやすいよう、音や形、物の動きの変化が大きいパソ

コンソフトや具体物を使用する。 
 
９ 本時（全８時間中の第４時） 
（１） 本時の目標 

・見聞きしたり、活動したりする活動を通じて感じたことを、自分なりの方法で表現する。 
 ・スイッチを押したり、具体物に触れたりすると、音や形、具体物の動きが変化することの関係を

捉える。 
 ・具体物を触ることで、やりたい遊びができることを理解する。 

（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

学習活動に即した具体的な評価規準（ねらい） 
評価方法 下段は個別の手立て 

A B 
導 入

5 分 
①挨拶 
・T1に視線を向けたり、

手を合わせ発声した

りする。 

・姿勢を自ら整えたり、  

一緒に声を出したりでき

る よ う 、 言 葉 が け を

する。・ 

・タンブリンの音で注目し、

挨拶時は教員の言葉を

聞いて模倣できるよう、

音と言葉を分けて使用する。

○T１に視線を向ける。 ○手を合わせ、言葉の語尾

を発声する。 
ア－① 

視線、表情、身

体の動きの観

察・発声 
・T１に気付かない場合は、

声をかける。 

・手を合わせない場合は、

声をかける。発声できる

よう、ゆっくり挨拶する。 

②グループの歌 
・歌を聴き、感じたこ

とを表情や身体で表

現したり、発声した

りする。 
 
 
 
 
 
 

・グループ学習の始まりの

歌を意識し、T１に視線を

向けられるよう、タンブ

リンを鳴らし、提示しな

がら歌う。 

 

○T1の動きに合わせて顔の

向きを変える。 

○最後の「オ―」の場面で、

提示したタンブリンに手

を伸ばす。 

○身体を動かし、楽しさを

表現する。 
 
 
 

ア－① 

視線、表情、身

体の動きの観

察・発声 

・T１の動きに気付けるよ

う、T１はタンブリンを鳴

らしながら動く。 

・タンブリンに気付き、手

を伸ばしやすいよう、歌

の最後でタンバリンを視

線の位置に提示する。 

・リズムに乗れるよう、少

しゆっくり目に歌う。 
 
 

Ａ B 
  

テレビ or スライド 
ついたて ついたて 

T1 

T2

T

ピン 

T

Ａ
B

 

テレビ or スライド 
ついたて ついたて 

T1
T2 傾斜台 



③学習内容の発表 
・T1 が提示するカード

に注目し、視線を向

けたり、発声したり

する。 

・期待感を高められるよう、

効果音を言い、間をもって

本時の学習を発表する。 

・発声を促せるよう、ゆっ

くり学習内容を発表する。

・学習内容をイメージでき

るよう、歌を歌う。 

○T１の動きや提示する

カードを見て、カードに

触る。 

○T１の動きや提示するカ

ードを見て、カードを指

差したり、言葉の語尾を

発声したりする。 

ア－① 

視線、表情、身

体の動きの観

察・発声 

・T１の動きに気付けるよ

う、T１は効果音を言いな

がら動く。 

・語尾を発声できるよう、

ゆっくり学習内容を言う。 

展開 
15 分 

①「まんまるさん」の

登場 
・「まんまるさん」の歌

や動き、形の変化を

見聞きし、感じたこ

とを表現する。 
・画面に注目する。 

・児童に期待感を抱かせるよ

う、ついたての後ろで音を

鳴らしてから登場する。 
・画面の方を注目できるよ

う、ビデオ撮影した「ま

んまるさん」役の教員を

画面上に映す。 

○T２の歌や動きを見聞き

して、感じたことを表現

し、画面に T２が出て

きたことに気付いて注目

する。 

○T２の歌や動きを見聞き

して、感じたことを表現

し、画面に T２が出て 

きたことに気付いて注目

する。 

ア－① 

視線、表情、身

体の動きの観

察・発声 

・T２の動きに気付きやすい

よう、ゆっくり動いたり、

声をかけたりする。 

・画面に注目できるよう、

児童の名前を呼ぶ。 
 

②スイッチ遊び 
「風船割りゲーム」 
・スイッチを押し、画

面の変化に気付いた

り、画面の変化を楽

しんだりする。 

・スイッチを押す行動と、

その行動による音や形の

変化の結果に気付き、

捉えられるよう、個々に

応じて、スイッチの種類

や、スイッチの提示場所

を変える。 
 
・画面や友達の活動に集中

できるよう、T２、T３は

声掛けをできるだけ控

え、児童の視線に入らな

いようにする。 

 

・スイッチを押すことばか

りに専念しないよう、

個々に応じてスイッチ入

力の硬さを変える。 

 

・友達のスイッチ遊びを見

ている児童に対しては、

T３が共感の言葉かけを

する。 

○スイッチに手を伸ばす。

○スイッチを押しながら、

画面の音や形の変化に

気付き、視線を変える。

 
 
 
 

○スイッチを押すことによ

って音や形が変化するこ

とを理解し、期待感の 

ある表情でスイッチを 

押す。 
○音や形の変化を楽しみ、

感じたことを表現する。 
○風船が割れた後、スイッ

チを押すことを止める。 

イ－①、 

ウ－① 

視線、表情、身

体の動きの観

察・発声 
 
 

・スイッチに気付きやすい

よう、顔の前にスイッチ

を固定する。 
・音や形の変化に気付きや

すいよう、画面とスイッ

チが両方同時に見える場

所にスイッチ固定補助装

置を使用して固定する。

・スイッチを押すと画面の

音や形が変化することの

理解が深まるよう、スイ

ッチを机上に置き、スイ

ッチの場所を意識しなく

ても画面の変化が楽しめ

るようにする。 

・終わりが理解できるよう、

風船が割れた後も、繰り

返しスイッチを押そうと

する場合は、一度スイッ

チを児童から離す。 

・スイッチを意識して押せ

るよう、少し硬めにスイ

ッチを設定する。 
展 開

② 
20 分 

①「しかくさん」の登

場。 
・「しかくさん」の歌や

動き、形の変化を見

聞きし、感じたこと

を表現する。 
 
 

・児童に期待感を抱かせる

よう、ついたての後ろで

音を鳴らしてから登場する。

 

○T３の歌や動きを見聞き

して、感じたことを表現

する。 

○T３の歌や動きを見聞き

して、感じたことを表現

し、形が変化することを

期待して、注目する。 

ア－① 

視線、表情、身

体の動きの観

察・発声 

・T３の動きに気付きやすい

よう、ゆっくり動いたり、

声をかけたりする。 

・形の変化に期待して注目

できるよう、「３・２・１」

の声かけをする。 

②ボウリングと箱倒し

遊びからやりたい遊

びの選択。 
・２つの具体物の違い

を意識して手を伸ば

したり、やりたい活

動の具体物の方を選

んだりする。 

・２つの具体物の違いを意

識できるよう、２つの具

体物を離して提示する。 
・児童の実態に応じて、

今後、写真カードでも

選べるように、具体物で

選んだ後、写真カードも

提示し、具体物と写真が

一緒であることの理解を

促す。 

○具体物の違いを意識し、

手を伸ばす。 

○具体物を触ることで、や

りたい活動ができること

を理解し、やりたい活動

の具体物の方を触れる。 

イ－②、 

手 の 動 き の

観察 

・２つの具体物の違いを意

識して手の伸ばすことが

できるよう、２つの具体

物を離して提示する。 

・写真カードでも選べるよ

う、具体物で選んだ後に、

写真カードも提示し、具

体物と写真が一緒である

ことの理解を促す。 

③ 選 ん だ 遊 び で の 

活動。 
・選んだ具体物の変化

の結果に気付いた

り、変化の結果を期

待して楽しみ、表現

したりする。 

・他の児童も見えやすいよ

う、前に出て活動する。 
・具体物に手を伸ばせるよ

う、触りやすい位置に提

示する。 
・物の変化の結果に気付け

るよう、変化の結果の直

後に T３は大袈裟に声を

出す。 

・友達の活動を見ている児

童が興味・関心をもち続

けられるよう、T３がピン

や箱が倒れた時などに声

をかける。 

○選んだ具体物に手を伸ば

し、変化の結果に気付き、

表情で表現する。 

○選んだ具体物に主体的に

手を伸ばし、変化を期待

したり、結果を楽しんだ

りしたことを表情や身体

の動き、発声で表現する。 

アー② 

ウ－② 

視線、表情、

手 の 動 き の

観察・発声 

・具体物に手を伸ばせるよ

う、触りやすい位置に提

示する。 

・変化の結果に気付けるよ

う、変化の結果の直後に

T３は大袈裟に声を出す。

・具体物に手を伸ばせるよ

う、触りやすい位置に提

示する。 

 



ま と

め 
5 分 

①活動の振り返り 
・本時活動した具体物

に触れ思い出した

り、楽しかった方を

選んだりする。 

・個々の実態に応じ、活動

したスイッチ、具体物等

を提示しながら振り返

る。 

○提示されたスイッチと選

んだ具体物それぞれに手

を伸ばす。 
○手のぶらぶら遊びをし、

嬉しさを表情で表現する。

○スイッチと選んだ具体物

のうち、どちらかに手を

伸ばし、楽しかった遊び

の方を表現する。 

ア－① 

視線、表情、

手 の 動 き の

観察・発声 

②挨拶 
・T1に視線を向けたり、

手を合わせ発声した

りする。 

・姿勢を自ら整えたり、一

緒に声を出したりできる

よう、言葉がけをする。

○T１に視線を向ける。 ○手を合わせ、言葉の語尾

を発声する。 
ア－① 

視線、表情、

身体の動きの

観察・発声 
・T１に気付かない場合は、

声をかける。 

・手を合わせない場合は、

声をかける。発声できる

よう、ゆっくり挨拶する。 

 


