
各教科等を合わせた指導 学習指導案 

 

１ 単元名「なにがかくれているのかな？ ～さあ、みんなでかんがえよう!!～」 

 

２ めざす児童の姿 

対象学級は、４年生３名、５年生２名、６年生２名、計７名の集団である。全員、知的障害があり、

中には自閉的傾向や軽度の脳性まひ、構音障害のある児童もいる。学習課題としては３歳～４歳である。 

本単元では、全４時間の学習を通し、児童間でのやりとりをする活動を設定していき、「伝わった」

「聞いてもらうことができた」という実感を持たせることで、次のような児童の姿を目指す。 

・相手を意識して伝えることができる児童 

・相手を意識して聞くことができる児童 

・友だちの話を聞き、考えることができる児童 

 

３ 指導によせて 

（１）教材観 

  これまで単元ごとに「ことば」と「かず」のどちらかに焦点を絞った設定をされていたが、今回の学

習では、それぞれの要素を取り入れた学習を設定した。 

  「サイコロ活動」では、１～６までの数字を使い、次の活動であるカードとのマッチングを行う。次

のヒントカードをめくる活動と関連付けることで、「○○を出したい」といった気持ちを言葉に出して

伝えることや他の児童の学習への注目も図りたいと考えた。 

 「カード活動」では、全４時間の単元の中で、１・２時間目、３・４時間目で内容を変えて活動する。

１時間目、２時間目では、答えの絵を分割して隠しているカードをサイコロの目に合わせてめくり、何

が隠れているのかグループで考える活動に取り組む。３時間目、４時間目では、ヒントとなる言葉を隠

しているカードをサイコロの目に合わせてめくり、何が隠れているのかグループで考える活動に取り組

む。 

 １時間目、２時間目では「答えを少しずつ見せていくこと」、３時間目、４時間目では「児童の知っ

ている言葉をヒントとして見せていくこと」で、「何が隠れているのだろう？」「見たいな」という児童

の気持ちを惹き付ける工夫をした。また、「サイコロ活動」「カード活動」「グループでの活動」など、

児童一人ひとりの活動場面を多く設定することで、待ち時間を減らし、授業への集中力が続くように工

夫をした。学習の流れの中での教材の配置や内容については、それぞれの活動が次の活動へのポイント

となるように設定をした。 

 

（２）児童観 

 活動を通して、充実感や達成感を味わい、自信を深めることで、少し難しいと感じることにも教師の

支えを受けながら取り組むことが課題となる児童の集団である。 

やりとりにおいては、「単語」から「文章」などの個人差はあるが、全員が話し言葉を使うことがで

き、教師に対してだけでなく、友だち同士の関わりの中でも自分の思いや要求を伝えることができる児

童もいる。しかし、その中身はというと、一方的なものになっていることや、言われている言葉の意味

は理解できても、受け止めきれずにやりとりが成立しないことがある。そのため、自分のやりたいとい

う思いが先行してしまい、友だちと要求がぶつかってしまうこともまだまだ多く見られる。 

 

（３）指導観 

本学習は週２回設定されており、年間を通しては、次の４つをねらいとして取り組んでいる。 

 

 

１ 



  ・ことば（文字）、かず（数字）の興味を広げ、理解を広げる（深める）。 

  ・教師や友だちとのやりとりを楽しみ、広げる。 

  ・自分の思いを、身振りも使いながら相手に伝わるように話したり、相手の言うことや、思いも少し

ずつ理解し、受け止める。 

  ・書きたい気持ちを膨らませて、書くことを楽しんで、自信をつけたり、より上手に正しく書く力を

つける。 

１学期は、動物の鳴き声や乗り物の音などを聞き、「絵カード」と「文字カード」を合わせることに

取り組んだ。この学習を通して児童の物の名前についての知識や音を聞いて名前を考える想像力を知る

ことができた。また、「やりたい」という意欲や「前に出て取り組む自信はないが、やりたい気持ちは

持っている」という姿も見ることができた。学習の中でのやりとりの状況としては、「やりたい」とい

う意欲が強いために、自分の気持ちを伝えることはできても、友だちの気持ちを聞くことができないこ

とや、教師に聞かれるまで自分の気持ちを伝えることができないことも見られた。また、学習全体を通

しては、待ち時間が長くなり、学習への集中力が途切れてしまうことも見られた。 

そこで本単元では、短時間ではあるが、やりきることができる活動をこまめに設定することで待ち時

間を減らし、学習への気持ちが持続しやすいようにした。また、グループに分かれての活動では、児童

が順番に考えたことを発表し合う中で、児童が「相手を意識して伝えること・聞くこと」の経験を積み

重ねていくことを重視した。 

 

４ 単元目標 

 ＊「相手を意識して伝える」「相手を意識して聞く」ことができる・・・ やりとりの力  

 

５ 本時の目標 

（１時間目） ・活動内容を覚える。 
p.５ 

本時の展開① 
（２時間目） ・カードの内容や友だちの話を聞いて、何が隠れているのか考える。 

・考えたことを発表する。 

（３時間目） ・活動の変わったところを覚える。 

・考えたことを友だちに伝わるように発表する。 

・友だちの発表することに注目して聞き、理解をする。 p.８ 

本時の展開② （４時間目） ・教師の支援をできるだけ受けずに活動に取り組む。 

・考えたことを発表し合い、教師の支援を受けながら、グループみん

なで考える。 

２ 



６ 児童の実態（（個）… 個別の指導計画より （授）…  授業参観より）と予想される姿（個人とグループ） 

青グループ 実態 ねらい 個人の予想される姿（○）と手だて（●） 

児童Ａ （個） 言葉に対する興味・関心の高まりとともに、文字や数字も少しずつ書けるようになってき 

ている。 

（個） 少し難しいと思うことにも「無理」と言いながらも取り組むようになってきている。 

（個） 「できた」という実感の積み重ねで自信をつけてきており、以前よりも前に出て活動する 

ことが増えてきている。 

（授） 話をすることは得意だが、困ったこと伝えることができないことがあり、そのような時には 

頑なに拒否をする。 

（授） 気持ちが乗らないと前に出て活動できないが、自分が主役の活動では、教師を支えに 

最後まで前に出て活動することができるようになってきている。 

（授） 「○○君、前は～だったから、今日は～して」と順序立てて話すことができる。 

＊自分の考えを相手にわかる

ように伝える。 

＊相手の考えや周りの状況に

も目を向ける力を育む。 

＊活動を通して、自信や意欲

を高める。 

○初めての活動には、不安感や苦手感を持つこと

が予想される。 

●「やってみよう」と気持ちが向くように、「座ったま

までもいいよ」など安心して取り組むことができる

ように声かけを行う。 

○グループでは自分の考えを言える。 

●モデルとして１番に発表したり、「○○君はどう思

う？」と友だちの考えを聞き出す役割になるな

ど、自信を持って取り組める場面を設定する。 

児童Ｂ 

 

（個） 経験したことについては、イメージを持つことができるようになってきている。 

（個） 「てにをは」が抜けることもあるが、自分なりに言葉をつなげて話すことができるようにな 

ってきている。 

（個） 自分の知っていることや好きなことは、言葉で発表したり、絵や文字で書くことができる 

が、想像することになると難しい面がある。 

（授） 独自の言い回しで話をする。 

（授） 基本的に受け身であり、一人で遊ぶことが多いが、友だちに関わられることは嫌いで 

はなく、友だちへの憧れの気持ちは持っている。 

＊カードを見たり、友だちの発

表を聞いたりすることで、想

像して考える力を付ける。 

＊友だちに合わせるのではな

く、自分の考えを教師や友

だちにわかるように伝える。 

○絵の一部や言葉を見て、自分だけで想像したこ

とを発表するのは難しい。 

●「○○かな？」と一緒に考えながらヒントを出し、

考えを引き出す。 

○グループ活動では、友だちにつられてしまい自

分の考えを発表することが難しい。 

●発表の順番を１番にするなどの配慮する。 

児童Ｃ （個） 自分の思いを言葉にしたり、相手に聞かれたことに対して自分なりの言葉で応えようと 

する姿が増えてきた。 

（個） 学習中の問いかけに対して、自信の無さから決まったことしか応えられなかったが、少 

しずつ考えて応えられるようになってきた。 

（個） 経験したことを思い出して話せるようになってきている。 

（授） 自分から友だちに関わりに行くことは少ないが、友だちへの意識はしっかりと持ってい 

る。 

（授） 基本的に経験不足で自信がないため、初めての活動には積極的に取り組むことができ

ない。 

＊友だちに合わせるのではな

く、自分の考えを教師や友

だちにわかるように伝える。 

＊教師や友だちとやりとりする

ことを楽しむ。 

○絵の一部や言葉を見て、自分だけで想像したこ

とを発表するのは難しい。 

●「○○かな？」と一緒に考えながらヒントを出し、

考えを引き出す。 

○グループ活動では、友だちにつられてしまい自

分の考えを発表することが難しい。 

●まずは教師に伝え、そのあとの友だちに伝える

など、自信を持つことができるように支援を行う。 

グループの予想

される姿（○）と

手だて（●） 

○児童Ａが中心になりグループ活動が進む。 

●児童Ａが負担に感じることがないようにするため、時には教師が代わりに取り組んだり、モデルになったりするなど、様子に応じて支援の内容を調整する。 

○児童Ａの発表につられてしまうことや、児童Ｂと児童Ｃが考えたことをなかなか言うことができない。 

●サブの教師が代弁者になるなど、教師の支援を受けながらグループに伝えることができる支援を行う。 

 

３ 



赤グループ 実態 ねらい 個人の予想される姿（○）と手だて（●） 

児童Ｄ 

 

（個） 苦手なことにも取り組む姿が見られるようになってきており、「出来てる」「やってみるわ」 

と自分で頑張っている気持ちを表すようになっている。 

（個） 休日の出来事や１日の学習を振り返り、自分の中で整理をして伝えることができるように 

なってきている。 

（個） 本人の「つもり」が崩れた時の自己調整は難しいが、励まされることで、もう一度やって 

みようとする姿が少しずつ増えてきている。 

（授） 常に「１番がいい」と思っているが、信頼関係のできた教師となら譲ることや我慢するこ 

とができるようになってきている。 

（授） 会話が一方的になることがあり、特に友だち同士ではより多く見られる。 

（授） 自分主導ではあるが、遊びの中で仲の良い友だちとやりとりできる場面が増える。 

＊自分の考えを相手にわかる

ように伝える。 

＊友だちの発表を落ち着いて

聞く力を付ける。 

＊友だちの発表を聞き考える

力を付ける。 

○活動の順番や係にこだわる姿が見られる。 

●２時間目以降、前回はどうだったかシートを使い

振り返ることができるようにする。 

○グループ活動では、自分の考えを言うことはでき

るが、友だちの考えを落ち着いて聞くことが難し

い。 

●順番シートを使い、友だちの考えを聞くことがで

きるように支援を行う。 

児童Ｅ 

 

（個） 日常会話はほぼ理解できており、やりとりを楽しむ姿が増えてきている。学習の中でも 

質問に答えようとする姿が増えてきている。 

（個） 平仮名は読めるものもある。数字は１～10までおおよそ読むことはできるが、「３」を 

「13」と読むなど、確実ではない。 

（授） 学習に積極的に取り組むことができるが、満足するとやめることがある。 

（授） 自分のことを質問されると「もういい」と言って答えられないことがある。 

（授） 初めてのことや困ったことがあれば、教えてと聞くことができる。 

＊ヒントとなる絵や言葉から、

想像して考える力をつける。 

＊自分の考えを教師や友だち

に言葉でわかるように伝え、

やりとりをする。 

○活動の手順や各係の内容について、見本や友

だちの様子を見て、概ね理解できることが予想さ

れる。 

●「わからないから教えて」と支援を求めてきた時

に、再度見本を見せる。 

○グループ活動では、友だちにつられてしまい自

分の考えを発表できない。 

●発表の順番を１番にするなどの配慮する。 

児童Ｆ （個） 日常会話の理解はできており、読める文字も少しずつ増えてきた。 

（個） カードを使い「今日は～を頑張った」と振り返ることができるようになってきた。 

（個） 発音が聞き取りにくい部分もある。伝わらない時には言葉を変えて一生懸命伝えようと

する姿が見られる。 

（授） 自分の中の「つもり」があり、その通りにならないとすぐに怒る。 

（授） 友だちと遊びたいという思いを持っており、自分から誘う姿が見られる。 

（授） １番にやりたいという気持ちを持っているが、１番になれない時にも、話をすることで納

得できるようになってきている。 

＊言葉を聞き、具体物がわか

るものを増やす。 

＊友だちに合わせるのではな

く、自分の考えを教師や友

だちにわかるように伝える。 

○活動の手順や各係の内容について、見本や友

だちの様子を見るだけでは理解するのが難し

い。 

●わからない時には教師と一緒に取り組むなどの

支援を行う。 

○グループ活動では、友だちにつられてしまい自

分の考えを発表できない。 

●発表の順番を１番にするなどの配慮する。 

児童Ｇ （個） “なぜ”“この後どうなった”など、理由を考えて理解する力が育ってきている。 

（個） 伝えたいことを時間に沿って情感豊かに表現できる。 

（個） 嫌な思いや自分で難しいと思ったことなどは、表現しきれないこともある。 

（授） 順番を譲ることや守ること、我慢をすることができる。 

（授） 言葉が巧みで、人間関係を理解して話すことができる。 

＊少し難しいと感じることに挑

戦し、自信をつける。 

＊少し苦手なことやわからな

いことでも、自分の考えたこ

とを教師や友だちにわかる

ように伝える。 

○活動の手順や係の内容を理解し、積極的に取り

組むことができる。 

●「わからないから教えて」と支援を求めてきた時

には再度見本を見せる。 

○考えた理由を説明しきれないことがある。 

●「～だから～と思ったんだよね」と思いを引き出

すことができる支援を行う。 

グループの予想

される姿（○）と

手だて（●）  

○児童Ｄを中心にグループ活動が進むことが予想される。 

●順番シートなどを効果的に使い、児童Ｄが納得してグループ活動に取り組むことができるようにサブの教師が支援を行う。 

○友だちにつられてしまい、自分の考えを持つことや発表することが難しい児童（児童Ｅ、児童Ｆ）がいる。 

●発表の順番の配慮や児童の考えを同じグループの児童に広げるなど、児童が「伝わった」「聞いてもらえた」という実感を持つことができるようにサブの教師が支援が行う。 

 

４ 



７ 本時の展開①（１時間目、２時間目実施分） 

学習内容 児童の活動 全体への手だて 評価の視点 児童Ａの予想される姿 児童Ａへの手だて 児童Ａの評価の視点 

始まりの挨拶 

 

 

学習の説明 

○机の上を整理して教師に注目

する。 

 

○教師の話や活動の見本に注目

する。 

●学習が始まる前から片付けるように

促す。 

 

●今日の目標を具体的に言う。 

 「一人で考えるのではなく、グルー

プで何が隠れているのか考える」 

●サブの教師が見本を見せて、活動

への意欲を引き出す。 

 「サイコロを振る→カードをめくる→

グループで考える→発表する」 

 

 

 

◇教師に注目して話を

聞くことができるか。 

◇活動の手順を覚える

ことができるか。 

○教師とやりとりを繰り返

し行い、机の上のもの

を片付ける。 

●本学習だけでなく、学習時には

机の上のものを片付けることを伝

えていく。                     

 

〈活動①〉 

順番を決める 

 

○各グループにわかれ、やりた

い順番を言う。 

○友だちのやりたい順番を聞く。 

 

●「誰に聞いているのか」「友だちは

何と言っているのか」、グループ内

に伝わるように働きかける。 

    ③ 児童同士をつなぐ働きかけ 

●希望の順番が重なった場合、希望

通りの係になった児童に「今日は○

○君が代わってくれたから、次は代

わってあげようね」と、次の学習に

つなぐことができる働きかけを行う。 

③ 児童同士をつなぐ働きかけ 

●順番シートを活用し、視覚的に理解

しやすいようにする。 

⑤ 活動内容を工夫した働きかけ 

 

◇希望の順番になれな

くても納得することが

できるか。 

 

○初めての活動に不安

感や苦手感を持つ。 

 

 

 

●「やってみよう」と気持ちが向くよう

に働きかける。 

⑤ 活動内容を工夫した働きかけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

●少しでも取り組むことができたこと

を言葉にして褒める。 

① 肯定的な働きかけ 

 

 

 

 

 

◎「やってみよう」と

思い、活動に取り

組むことができる

か。 

〈活動②〉 

サイコロを振り、

出た目を発表し、

カードをめくる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○活動の手順通りに取り組む。 

 

 

 

※〈活動②〉では、絵の一部を見

て、思い思いに「○○だと思う」

と発言することは良しとする。 

 

●手順を覚えていない児童には、再

度見本を見せて、理解を促す。 

⑤ 活動内容を工夫した働きかけ 

●待機している児童が、活動している

児童に注目できるように働きかけ

る。④ 役割を明確にした働きかけ 

●上手に取り組めたことを褒めたり、

発表した内容を教師が復唱するな

ど、待機している児童にわかるよう

に働きかける。 

③ 児童同士をつなぐ働きかけ 

 

◇サイコロを振るだけ

でなく、「友だちを意

識して伝わるように発

表し、カードめくる」と

いう手順で取り組む

ことができるか。 

 

 

２時間目 

・教師の見本はなし。 

・「今日は２問やります」と伝える。 

５ 

「きっとできるよ」 「先生も一緒

にしてみるよ」 など気持ちが

前向きになったり、「座ったまま

でもいいよ」 「初めは友だち

がするのを見てみようか」 など

少しでも安心できるような声か

けを行う。 

「ここまでがんばることができて

すごいね」 「さすが○年生だ

ね」 などの声かけを行う。 

［赤グループ →

青グループ］の

順番に取り組む 

各グループ２人（計４人）が続けて

取り組む 

※〈活動①〉〈活動②〉〈活動③〉 



〈活動③〉 

サイコロを振り、

出た目を発表し、

カードをめくる 

 

 

 

 

○活動の手順通りに取り組む。 

 

 

※「次からはグループで考えるか

ら『○○かな』と思っても声に出

したら駄目だよ」と声をかける。 

 

●手順を覚えていない児童には、再

度見本を見せて、理解を促す。   

⑤ 活動内容を工夫した働きかけ 

●待機している児童が、活動している

児童に注目できるように働きかけ

る。④ 役割を明確にした働きかけ 

●上手に取り組めたことを褒めたり、

発表した内容を教師が復唱するな

ど、待機している児童にわかるよう

に働きかける。 

③ 児童同士をつなぐ働きかけ 

 

◇サイコロを振るだけ

でなく、「友だちを意

識して伝わるように発

表し、カードめくる」と

いう手順で取り組む

ことができるか。 

  

 

 

〈活動④〉 

カードをめくり、

絵の一部をヒント

に、何が隠れて

いるのか考える 

 

 

○「グループ全員が発表してから

みんなで考える」という手順で

取り組む。 

○考えたことを相手に分かるよう

に伝える。 

○友だちが何を考えたのか聞く。 

 

●順番シートを効果的に活用し、「誰

が発表する番なのか」、分かりやす

く提示する。                 

④ 役割を明確にした働きかけ 

●友だちにつられて同じことを言いそ

うな児童は順番を配慮をする。 

   ⑤ 活動内容を工夫した働きかけ 

●言葉のイメージが広がりやすいよう

に、見えている絵の一部をさらにわ

かりやすく伝える。 

   ⑤ 活動内容を工夫した働きかけ 

●「伝えることができた」「聞いてもらう

ことができた」と実感できるように、

一緒に発表したり、発表の補足など

を行う。 

② やりとりの手段を広げる働きかけ 

●発表した内容が違う場合は、「○○

君は～と思ったけど、△△君は～と

思ったんだね」と、グループ全員に

改めて伝える。その後、「どうして～

と思ったの」と理由を言える児童に

は尋ねる。理由を言えない児童に

は、友だちの言った理由を丁寧に

伝え、思いをグループに広げる。 

    ③ 児童同士をつなぐ働きかけ 

 

◇手順を覚えて取り組

むことができるか。 

◇友だちの発表した内

容が自分の考えた内

容と違う時に、友だち

につられることなく自

分の考えを発表する

ことができるか。 

◇友だちの発表した内

容が自分の考えと違

う時に、友だちの発

表した内容を受け入

れることができるか。 

 

○自分の考えを理由と合

わせて発表することが

できる。 

○友だちが自分の考えと

違う内容を発表した場

合、受け入れることは

難しい。 

 

●友だちの発表を聞き出す役など、

グループのリーダー的存在に位

置付け、活動への自信や意欲が

出るように働きかける。 

 ① 肯定的な働きかけ 

 

 

 

 

●児童Ａの気持ちを受け入れなが 

ら友だちの考えを丁寧に伝える。 

 ③ 児童同士をつなぐ働きかけ 

 

 

 

 

 

 

◎「何だと思う？」と

友だちに聞くことが

できるか。 

◎友だちの考えを受

け入れることができ

るか。 

 

 

グループ全員が

発表する 

↓ 

グループで 

考える 

６ 

「さすが○年生だね」 「上手に

言えてすごいね」 などの声か

けを行う。 

「Ａ君は～だから～と思ったん

だね」  「○○君は～だから～

だと思ったんだって。どう思

う？」 などの声かけを行う。 

［赤グループ →

青グループ］の

順番に取り組む 

赤グループ２人、青グループ１人

（計３人）、続けて取り組む。 



〈活動⑤〉 

グループで考え

た答えを発表す

る 

 

○相手のグループの友だちに伝

わるように、意識して発表する。 

○相手のグループの友だちが何

を発表するのか意識して聞く。 

○グループとしての答えを決め

る。 

 

●発表した児童が「伝えることができ

た」「聞いてもらうことができた」と実

感できるように、児童と一緒に発表

したり、発表の補足などを行う。 

② やりとりの手段を広げる働きかけ 

●発表者が何を言うのか注目できるよ

うに働きかけを行う。 

③ 児童同士をつなぐ働きかけ 

 

◇友だちに伝わるよう

に、意識して発表す

ることができるか。 

◇相手のグループの

発表を聞き、自分の

グループと違う内容

であっても受け入れ

ることができるか。 

 

○発表する役になって

も、前に出て発表する

ことができない。 

○赤グループが自分の

グループと違う内容を

発表した場合、受け入

れることは難しい。 

 

 

●「やってみよう」と気持ちが向くよう

に働きかける。 

⑤ 活動内容を工夫した働きかけ 

 

 

 

 

●赤グループの考えを丁寧に伝え 

る。 

③ 児童同士をつなぐ働きかけ 

 

 

 

 

 
  

 

◎座席に着いたまま

でもよいので、発

表することができる

か。 

 

 

〈活動⑥〉 

答えの発表 

 

 

 

 

 

 

 

終わりの挨拶 

 

○教師が発表する答えに注目す

る。 

○自分のグループの発表した答

えと違う場合でも、教師の発表

する答えを落ち着いて見る。 

 

●グループで考えた答えと違う場合

でも「間違い」という捉え方はせず、

「惜しかったね。また、次の時間、が

んばろうね」と次の時間につながる

働きかけを行う。 

① 肯定的な働きかけ 

 

◇答えを見て、自分の

グループと違う場合

でも受け入れること

ができるか。 

 

○答えが自分のグルー

プと違う場合、受け入

れることは難しい。 

 

 

●グループで考えた答えと違う場合

でも「間違い」という捉え方はせ

ず、次の時間につながる働きか

けを行う。 ① 肯定的な働きかけ 

 

 

 

 

 

 

◎答えが違う場合で

も受け入れることが

できるか。 

 

 

＜参考＞ 

五つの有効な働きかけの要素 

① 肯定的な働きかけ 
児童の思いを汲み取り、どのような場面でも肯定的な言葉を意識して使い、働きかける。望ましい行動を具体的に示し、その行動を促す。できたことを言葉

に表して褒める。 

② やりとりの手段を広げる働きかけ 児童が自らやり取りしてできる方法を定着させるために、教師がモデルを示し、言葉かけを併せて行う。 

③ 児童同士をつなぐ働きかけ やりとりがつながるように、児童の言葉や行動を、他の児童にも伝えたり、広げたりする働きかけを行う。 

④ 役割を明確にした働きかけ 教師の役割を明確にして働きかける。役割に応じて、教師の位置や、児童との距離、働きかけるタイミングを意図的に設定する。 

⑤ 活動内容を工夫した働きかけ 児童の課題に合わせた活動内容の変更や、見てわかる環境設定の工夫をする。 

平成２４年度 特別支援教育に関する研究Ⅲより  

「惜しかったね。次の時間は当

てることができるようにがんば

ろうね」などの声かけを行う。 

・ホワイトボードには書くことが 

できる人が書く。 

・書くことが難しい場合は、サブ 

の教師が書く。 

・発表は「グループの代表者が行 

う」 「グループ全員で行う」 

など、その時のグループの状況 

に合わせて行う。 

「慣れるまでは座ったままでも

いいよ」 「先生と一緒にしよう

か」 などの声かけを行う。 

「赤グループは～だから～だと

思ったんだって。でも、青グル

ープは～だから～と思ったん

だね」 などの声かけを行う。 

７ 



 本時の展開②（３時間目、４時間目実施分） 

学習内容 児童の活動 全体への手だて 評価の視点 児童Ａの予想される姿 児童Ａへの手だて 児童Ａの評価の視点 

始まりの挨拶 

 

 

学習の説明 

○机の上を整理して教師に注目

する。 

 

○教師の話や活動の見本に注目

する。 

●学習が始まる前から片付けるように

促す。 

 

●今日の目標を具体的に言う。 

 「今日は『あれかな』と思っても最初

から声を出さずに、グループで何が

隠れているのかを考える」 

●サブの教師が見本を見せて、活動

への意欲を引き出す。 

 「サイコロを振る→カードをめくる→

グループで考える」 

 

 

 

◇教師に注目して話を

聞くことができるか。 

◇活動の手順を覚える

ことができるか。 

○教師とやりとりを繰り返

し行い、机の上のもの

を片付ける。 

●本学習だけでなく、学習時には机

の上のものを片付けることを伝え

ていく。                       

 

〈活動①〉 

グループに分か

れて「サイコロ係」

「カード係」を決

める 

 

○グループにわかれ、やりたい係

を言う。 

○友だちのやりたい係を聞く。 

 

●「誰に聞いているのか」「友だちは

何と言っているのか」、グループ内

に伝わるように働きかける。 

    ③ 児童同士をつなぐ働きかけ 

●希望の係が重なった場合、希望通り

の係になった児童に「今日は○○

君がかわってくれたから、次は代わ

ってあげようね」と、次の学習につな

ぐことができる働きかけを行う。 

③ 児童同士をつなぐ働きかけ 

●係シートを活用し、視覚的に理解し

やすいようにする。 

⑤ 活動内容を工夫した働きかけ 

 

◇希望の係になれなく

ても納得することがで

きるか。 

 

○自分のやりたい係を言

う。 

○希望が重なった場合に

は、なかなか譲ることが

できない。 

 

●希望の係が重なった場合、前回

取り組んだ時のことを振り返りなが

ら働きかける。 

③ 児童同士をつなぐ働きかけ 

 

 

 

 

 

 

●特に希望通りにならなかった時に

は前回取り組んだ時のことを振り

返りながら「やってみよう」と気持

ちが向くように働きかける。 

⑤ 活動内容を工夫した働きかけ 

 

 

 

 

 

 

 

◎「やってみよう」と思

い、活動に取り組

むことができるか。 

◎（４時間目）前に出

て活動に取り組む

ことができるか。 

〈活動②〉 

［サイコロ係］ 

サイコロを振り、

出た目を発表す

る 

 

○活動の手順通りに取り組む。 

 

 

●手順を覚えていない児童には、再

度見本を見せて、理解を促す。 

⑤ 活動内容を工夫した働きかけ 

●待機している児童が、活動している

児童に注目できるように働きかけ

る。 ④ 役割を明確にした働きかけ 

●上手に取り組めたことを褒めたり、

発表した内容を教師が復唱するな

ど、待機している児童にわかるよう

に働きかける。 

③ 児童同士をつなぐ働きかけ 

 

◇友だちを意識して伝

わるように発表するこ

とができるか。 

◇友だちに注目して話

を聞くことができる

か。 

 

○すぐに前に出て取り組

むことができない。 

８ 

「慣れるまでは座ったままでも

いいよ」 「先生も一緒にするか

ら大丈夫」 などの声かけを行

う。 

「この前の時間はやりたい係を

することができたから、次は違

う係をがんばってみようか」 

「先生も一緒にするから大丈

夫」 などの声かけを行う。 

４時間目 

・教師の見本はなし。 

・「今日は２問やります」と伝える。 

※〈活動①〉〈活動②〉〈活動③〉 



〈活動③〉 

［カード係］ 

サイコロの目に合

ったカードをめく

り発表する 

 

○活動の手順通りに取り組む。 

 

●手順を覚えていない児童には、再

度見本を見せて、理解を促す。 

⑤ 活動内容を工夫した働きかけ 

●待機している児童が、活動している

児童に注目できるように働きかけ

る。 ④ 役割を明確にした働きかけ 

●上手に取り組めたことを褒めたり、

発表した内容を教師が復唱するな

ど、待機している児童にわかるよう

に働きかける。 

③ 児童同士をつなぐ働きかけ 

 

◇友だちを意識して伝

わるように発表するこ

とができるか。 

◇友だちに注目して話

を聞くことができる

か。 

   

〈活動④〉 

カードをめくり、ヒ

ントになる言葉を

もとに、何が隠れ

ているのか考え

る 

 

 

○「グループ全員が発表してから

みんなで考える」という手順で

取り組む。 

○考えたことを相手に分かるよう

に伝える。 

○友だちが何を考えたのか聞く。 

 

●友だちにつられて同じことを言いそ

うな児童は順番を配慮をする。 

   ⑤ 活動内容を工夫した働きかけ 

●言葉のイメージが広がりやすいよう

に、ヒントの言葉の内容をさらにわ

かりやすく伝える。 

   ⑤ 活動内容を工夫した働きかけ 

●「伝えることができた」「聞いてもらう

ことができた」と実感できるように、一

緒に発表したり、補足などを行う。 

② やりとりの手段を広げる働きかけ 

●発表した内容が違う場合は、「○○

君は～と思ったけど、△△君は～と

思ったんだね」と、グループ全員に

改めて伝える。その後、「どうして～

と思ったの」と理由を言える児童に

は尋ねる。理由を言えない児童に

は、友だちの言った理由をわかりや

すく伝え、「どう思う？」と尋ね、思い

をグループに広げる。 

    ③ 児童同士をつなぐ働きかけ 

 

◇手順を覚えて取り組

むことができるか。 

◇友だちの発表した内

容が自分の考えた内

容と違う時に、友だち

につられることなく自

分の考えを発表する

ことができるか。 

◇友だちの発表した内

容が自分の考えと違

う時に、友だちの発

表した内容を受け入

れることができるか。 

 

○自分の考えを理由と合

わせて発表することが

できる。 

○友だちが自分の考えと

違う内容を発表した場

合、すぐに受け入れる

ことは難しいが、教師

の支援を受けて友だち

に理由を聞くことができ

る。 

 

●友だちの発表を聞き出す役など、

グループのリーダー的存在に位

置付け、活動への自信や意欲が

出るように働きかける。 

① 肯定的な働きかけ 

 

 

 

 

●児童Ａの気持ちを受け入れなが

ら友だちの考えを丁寧に伝える 

③ 児童同士をつなぐ働きかけ 

 

 

 

 

 

 

 

◎「何だと思う？」「ど

うしてそう思った

の？」と友だちに聞

くことができるか。 

◎友だちの考えを受

け入れることができ

るか。 

〈活動⑤〉 

グループで考え

た答えを発表す

る 

 

○相手のグループの友だちに伝

わるように、意識して発表する。 

○相手のグループの友だちが何

を発表するのか意識して聞く。 

○グループとしての答えを決め

る。 

 

●発表した児童が「伝えることができ

た」「聞いてもらうことができた」と実

感できるように、児童と一緒に発表

したり、発表の補足などを行う。 

② やりとりの手段を広げる働きかけ 

●発表者が何を言うのか注目できるよ

うに働きかけを行う。 

③ 児童同士をつなぐ働きかけ 

 

◇友だちに伝わるよう

に、意識して発表す

ることができるか。 

◇相手のグループの発

表を聞き、自分のグ

ループと違う内容で

あっても受け入れる

ことができるか。 

 

○発表する役になって

も、前に出て発表する

ことができない。 

○赤グループが自分のグ

ループと違う内容を発

表した場合、すぐに受

け入れることは難しい。 

 

●「やってみよう」という気持ちにな

るように働きかける。 

⑤ 活動内容を工夫した働きかけ 

 

 

 

 

 

 

◎座席に着いたまま

でもよいので、発

表することができる

か。 

◎（４時間目）前に出

て活動に取り組む

ことができるか。 

グループ全員が

発表する 

↓ 

グループで 

考える 

〈活動②〉〈活動③〉を２度繰り返し取り組んだ

あと、〈活動④〉に取り組む。 

これを２度、繰り返す。 

９ 

「さすが○年生だね」 「上手に

言えてすごいね」 などの声か

けを行う。 

「Ａ君は～だから～と思ったん

だね」  「○○君は～だから～

だと思ったんだって。どう思

う？」 などの声かけを行う。 

「前に出ることが難しければ座

ったままでいいよ」などと声を

かける。 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●赤グループの考えを丁寧に伝

え 、児童Ａの思いを引き出す。 

③ 児童同士をつなぐ働きかけ 
  
 

 

 

 

 

〈活動⑥〉 

答えの発表 

 

 

 

 

 

 

終わりの挨拶 

 

○教師が発表する答えに注目す

る。 

○自分のグループの発表した答

えと違う場合でも、教師の発表

する答えを落ち着いて見る。 

 

●グループで考えた答えと違う場合で

も「間違い」という捉え方はせず、

「惜しかったね。また、次の時間、が

んばろうね」「そういう考え方もできる

ね」と次の時間につながる働きかけ

を行う。    ① 肯定的な働きかけ 

 

◇答えを見て、自分の

グループと違う場合

でも受け入れることが

できるか。 

 

○答えが自分のグルー

プと違う場合、受け入

れることは難しい。 

 

●グループで考えた答えと違う場合

でも「間違い」という捉え方はせず、

次の時間につながる働きかけを行

う。        ① 肯定的な働きかけ 

 

 

 

 
  

 

◎答えが違う場合で

も受け入れることが

できるか。 

＜参考＞ 

五つの有効な働きかけの要素 

① 肯定的な働きかけ 
児童の思いを汲み取り、どのような場面でも肯定的な言葉を意識して使い、働きかける。望ましい行動を具体的に示し、その行動を促す。できたことを言葉

に表して褒める。 

② やりとりの手段を広げる働きかけ 児童が自らやり取りしてできる方法を定着させるために、教師がモデルを示し、言葉かけを併せて行う。 

③ 児童同士をつなぐ働きかけ やりとりがつながるように、児童の言葉や行動を、他の児童にも伝えたり、広げたりする働きかけを行う。 

④ 役割を明確にした働きかけ 教師の役割を明確にして働きかける。役割に応じて、教師の位置や、児童との距離、働きかけるタイミングを意図的に設定する。 

⑤ 活動内容を工夫した働きかけ 児童の課題に合わせた活動内容の変更や、見てわかる環境設定の工夫をする。 

平成２４年度 特別支援教育に関する研究Ⅲより  

10 

「赤グループは～だから～だと

思ったんだって。でも、青グル

ープは～だから～と思ったん

だね」 などの声かけを行う。 

「惜しかったね。次の時間は当

てることができるようにがんば

ろうね」などの声かけを行う。 

・ホワイトボードには書くことが

できる人が書く。 

・書くことが難しい場合は、サブ

の教師が書く。 

・発表は「グループの代表者が行

う」 「グループ全員で行う」

など、その時のグループの状況

に合わせて行う。 

３時間目であれば、「次の時間

は最後の学習になるから、先

生と一緒に前に出てがんばろ

うね」と見通しを持たせる働き

かけを行う。 

＜係活動＞ 

 サイコロ係・・・サイコロを振り、出た目を声に出して発表する 

 カード係・・・・サイコロの目に合ったカードをめくり、声に出して発表する 

 発表係・・・・・グループで相談した内容をホワイトボードに書き、声に出して

発表する 

 

＜グループ＞ 

 青グループ：児童Ａ  児童Ｂ  児童Ｃ  

赤グループ：児童Ｄ  児童Ｅ  児童Ｆ  児童Ｇ 



８ 教師の動き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜各教科等を合わせた指導＞    なにがかくれているのかな？ 
 ～さあ、みんなでかんがえよう!!～ 

 教師間の役割・連携 

 

 

 

活動内容を理解できるように、わかりやす
い言葉を使い、身振りを交えながら児童に
見せる。 

○リーダー中心にみんなの意見を聞きな
がら、やりとりをして順番を決めることが
できるように支援をする。 

●児童Ｄ中心に支援を行う。 

活動している児童に注目でき
るように待機している児童に
働きかける。 

○リーダー中心にみんなの意見を聞きな
がら、やりとりをして順番を決めることが
できるように支援をする。 

●児童Ｄ中心に支援を行う。 

答えに注目できるように働き
かける。 

始まりの挨拶 

学習の説明 

教師の見本 

順番決め 

サイコロ・カード 

グループ活動 

答えの発表 

児童の表情を確認しながら、ゆっくりとわかりや
すい言葉で説明する。児童によっては、繰り返し
説明する。 

児童に付き、見本の注
目できるように働きか
ける。 

手順を覚えていない児童には、再度見本を
見せる。 

適宜、グループの支援に
あたる。 

○正解でも不正解でも、両グループのがんばり
を褒める。 

○次の学習につながるように働きかける。 

 

 

 

活動内容を理解できるように、わかりやす
い言葉を使い、身振りを交えながら児童に
見せる。 

○リーダー中心にみんなの意見を聞きな
がら、やりとりをして順番を決めることが
できるように支援をする。 

●児童Ｂ、Ｃの思いを引き出し、やりとりに
つなげることができるように支援を行う。 

活動している児童に注目でき
るように待機している児童に
働きかける。 

○リーダー中心にみんなの意見を聞きな
がら、やりとりをして順番を決めることが
できるように支援をする。 

●児童Ｂ、Ｃの思いを引き出し、やりとりに
つなげることができるように支援を行う。 

答えに注目できるように働き
かける。 

＊学習の流れに合わせて、教師の場面ごとの役割や連携を「幅」で表す。 

 サブの教師１  サブの教師２  中心指導の教師 

○待機している児童が、前
で活動している友だちや
中心指導の教師に注目で
きるように声をかける。 

○モデルとなり、グループ
の児童に見本を見せる。 

○学習に参加できない児童
がいる場合は、中心指導
の教師と連携し、その児
童、またはグループの支
援にあたる。 

○待機している児童が、前
で活動している友だちや
中心指導の教師に注目で
きるように声をかける。 

○モデルとなり、グループ
の児童に見本を見せる。 

○学習に参加できない児童
がいる場合は、中心指導
の教師と連携し、その児
童、またはグループの支
援にあたる。 

○「できた」と実感できるように４時間の単
元の中で段階的に支援を行う。 

○発表場面では「伝えることができた」と実
感できるように待機している児童に目を配
り、働きかける。 

○学習に参加できない児童がいる場合は、そ
の児童、またはグループの支援にあたる。 
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９ 準備物 

 ◇１時間目、２時間目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◇３時間目、４時間目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順番シート 

 

  

サイコロ 

 

ホワイトボード 

 

 

 

 

ヒントカード 
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前回の順番シート 

係シート 前回の係シート 

 

 

1時間目 

（見本） 

 

1時間目 

２時間目 ２時間目 

３時間目 

（見本） 

 

３時間目 

４時間目 

４時間目 

答えの絵カード 

答えの絵カード 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 配置図（教師の位置と役割）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  教師①：中心指導者。グループ活動では、両グループを把握するが、特に赤グループのサポートを行う。 

  教師②：赤グループの支援。児童Ｄに付きながら、グループ全体のサポートを行う。 

教師③：青グループの支援。グループ活動においてのサポートと共に、特に児童Ａをリーダー的存在に置きながら、児童Ｂ、児童

Ｃの気持ちを引き出す。 

〈学習開始時の配置〉 

ホワイトボード 

赤グループ 青グループ 

ロ
ッ
カ
ー 

Ａ Ｇ Ｆ 

Ｄ Ｃ 

中心指導の教師 
 

 

 

Ｇ 

Ｆ 

〈グループで活動時の配置〉 

Ｂ 

ホワイトボード 

赤グループ 青グループ 

ロ
ッ
カ
ー 

Ａ 

Ｄ 

Ｃ 

Ｅ 

サイコロ 

 

ホワイトボード 
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サブの 
教師２  

サブの 
教師１ 

 
中心指導の教師 

 
サブの 
教師２ 

 
サブの 
教師１ 


