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本校では、平成２７年度から「人と関わる力」に焦点を当てて研究に取り組んでおり、今年度はまと
めの年である３年目となります。各学部、寄宿舎が一体となり、気持ちや考えを伝え合う姿を目指した
授業づくりを行い、研究を進めています。

研究テーマ（３年次／３年計画）
「児童生徒一人一人の人と関わる力を高めるために」
～気持ちや考えを伝え合う姿を目指した授業づくり～

＜今年度の研究について＞
児童生徒の自立と社会参加に向け、これまでの研究を踏まえながら、「人と関わる力」につなが
る「伝え合う力」をさらに高めていくことに焦点を当てて研究を進めます。

授業改善プロジェクトチームとは

（メンバー：各学部副主事、教育専門監、地域支援部主任、研究部）

児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた授業づくりを推進していく校内の組織です。単元構成
検討会や授業研究会等を通して、研究主題を踏まえた単元やねらいの設定、教師の手立てや授業評
価について検証し、多様な視点からの授業づくり、授業改善につなげていきます。

共同研究とは
授業実践力向上を図るため、小・中学校、高等学校の教員 1 名ずつから、年に 5 回来校してい
ただき、秋田県の「
『問い』を発する子どもの育成」
「秋田の探究型授業の推進」の視点で授業に対
する助言や提案、授業づくりについての意見交換を行います。教科指導における具体的な手立てを
学ぶことで、更なる研究の推進を図ります。

＜研究内容及び方法＞
１ 一人一人の目指す「伝え合う姿」に迫るための単元・題材計画の作成及び評価・改善
○一人一人の目指す「伝え合う姿」の設定、共通理解
→「伝える力」「受け止める力」「伝え合う力」の視点から話し合い、目指す「伝
え合う姿」を明確にします。
○目指す姿を基にした単元・題材計画の作成
→年度初めに授業デザインミーティング（単元構成検討会）を２回実施（１回目～
学級担任間、２回目～学部主事、授業改善プロジェクトチームを交えて実施）し
ます。年度途中にも実施し、単元構成の評価、見直しを図ります。
○長期休業中による目指す「伝え合う姿」の評価、単元・題材計画の見直し
→長期休業中に児童生徒の変容を明らかにしたり、目指す「伝え合う姿」や単元構
成の評価、見直しを図ったりします。
２ 気持ちや考えを伝え合う姿を目指した授業実践、評価・改善
○授業改善シートを活用した授業実践、評価・改善
→「効果的だった手立て」について具体的に評価し、積み重ね、各学部、寄宿舎間
で共有し、活用を図ります。
○授業改善プロジェクトチームを活用した授業づくり
→単元構成検討会や各授業参観等を通して、授業改善プロジェクトチームが授業の
構成や具体的な手立てについて助言や提案を行い、授業改善につなげます。
○共同研究の実施及び活用
→小・中学校、高等学校の教員から、効果的な教師の手立てや授業づくりについて
助言や提案をいただき、意見交換を行います。
○教科等を合わせた指導と国語、算数（数学）との関連
→授業デザインミーティングや長期休業中の単元計画に見直しの中で、教科として
取り組む学習内容を整理します。
３ 公開研究協議会や授業研究会による多くの視点からの授業改善
○公開研究協議会（６月）及び学部授業研究会（１０～１１月）の実施
４ 学部・寄宿舎の系統性を踏まえた目指す「人と関わる力」の整理、教育課程への反映
○整理する項目の具体化

＜研究に関するお問い合わせ＞
秋田県立ゆり支援学校

教頭 鎌田 誠

研究主任 柏谷明宏

TEL 0184-27-263０ FAX 0184-22-8706 HP http://www.yuri-s.akita-pref.ed.jp/
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デザインミーティングⅡ
デザインミーティングⅡ～高等部編～
高等部の生単は２本立てです。２本のうち、柱以外の
２本立てです。２本のうち、柱以外の単元名を別にすることで生徒自身が
生徒自身がどこに向かっていけ
ばいいのかが分かるようにしました。昨年
昨年の経験を生かし、より主体的に、伝え合い関わり
主体的に、伝え合い関わり合いながら活
動する姿を目指していきます。
高等部研究テーマ「他者とやりとりする中で伝え合う力を高めるために
「
めるために」
～自己肯定感をもち、相手を認め
め、自分の気持ちや考えを表現する姿を目指した
した授業づくり～

＜単元の内容＞
成功経験につなげるための工夫★生徒
高１「レッツトライ！（仮）～
～みんなで楽しい時間を過ごすために～」 ★成功経験につなげる
実態

自信がない

で考えて動けない

指示待ち
経験不足

自分

活動内容

理解で

・自分たちでレクを考えて

きればできる
育てたい力

楽しむ
関わる力

助け合って自分たちで
相互理解

認め合う力

上級生をモデルに

え合い」を意識して
を意識して目標にも盛り込む★

・交流相手
・交流相手（保育園）にも楽

自己・他者・

しんでもらう（夏祭りや

よさを

同士の関わりを育むため
同士の関わりを育むための教師の入
り方、教師が多いと頼ってしまう
が多いと頼ってしまう★教師
の役割分担を
を★高等部の研究テーマ「伝
冬のかまくら作りは感染症予防の観点か
ら再考が必要かも
かも。

かまくら作り）

集団の中で生かす

・施設利用（読み聞かせ）

★公開は振り返りの場面ではなく、
公開は振り返りの場面ではなく、交流に

高２「LET’S RECREATION」

出る前の授業で
出る前の授業で★パフォーマンス大会で
実態

ダンスや音楽、ゲーム性のある

ものが好き
育てたい力
感

自己肯定感

一生使える喜び

りの心

自己有用

向上心

思いや

他者への関心

活動内容

の生き生きした姿が理想 ★話し合い活

・
・自分たちが楽しめるような

動が難しい生徒
生徒は制作など活動を分
けて考える（
（選択・役割分担）どの
子も活躍できる授業
活躍できる授業を★外に出る前に

取材
ゲーム等を考える
もてなし

・
・自分たちのオリジナルの踊
りやゲームを考えみんな

全校集会やふれあい祭りなど
全校集会やふれあい祭りなども利用しな

が楽しめる交流をする

がら発表の機会を作る。
発表の機会を作る。

高３「チャレンジ for your ハッピースマイル
スマイル～○○のために～」
実態

相手の笑顔に注目できるよう

になってきた

自己有用感が満たさ

れている生徒が多い

褒められて自

分も嬉しいと感じるようになってき
た

自分の意見を伝えようとする

育てたい力

既習の知識・技能を校外

の活動に活かす

卒業後を見据えよ

り広いコミュ二ティーにつなげてい
く

活動内容

・各種イベント
・各種イベントに来荘するお客

★地域の人たちに
★地域の人たちに自分たちの活動を
知ってもらったり、評価してもらっ
たりする工夫
工夫が必要。

様を迎えるために美化活動を

★一般就労を目指している生徒に
目指している生徒には失敗し

・
・花苗、清掃活動で地域と関わ
る

行う。
・
・生徒同士が経験をもとに教え
合う場面設定

てもいいから
から 考えて行動する力を付

けてほしい。電話して
。電話して自分で交渉す
るなど「交渉力」も必要
「交渉力」も必要。
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デザインミーティングⅡ
デザインミーティングⅡ～中学部編～
編～
中学部１年生は興味のあるものを探りつつ、仲間と一緒の
りつつ、仲間と一緒の活動を積み上げていくことで学級としてのまとまり
いくことで学級としてのまとまり
をねらいます。２、３年生は昨年度の経験を生かしながら、課題解決に向けて取り組みます
経験を生かしながら、課題解決に向けて取り組みます
経験を生かしながら、課題解決に向けて取り組みます。２年生はデザイン
ミーティングⅡを受けて、再度デザインミーティングⅢをしました。
ミーティングⅡを受けて、再度デザインミーティングⅢをしました。よい授業にするため
にするためのご意見をたくさんの
方々からいただきました。ありがとうございました。
中学部研究テーマ「友達と活動する中で伝え合う力を高めるために
「
めるために」
～相手の気持ちや考えを受け止めて
めて自分の気持ちや考えを表現する姿を目指した
した授業づくり～

＜単元の内容＞
中１「ガンガンや
実態

★まずは４人で作って楽しい！ という思
ココ一番！」

聞かれれば自分の意見を言

活動内容

える（興味のあること）相手の気持

・調理（カレー）

ちより自分中心

・畑（にんじん、じゃがいも）

育てたい力

・同年代との交流

学習への意欲

相手に関心をもつ
社会のルール

いを共有するところから始める★まとまった
ところから始める★まとまった
活動として年３回計画されているが②から③
への発展が見えにくい★調理に何回取り組む
かも明記した方がよい★「お店」
（不特定多数
の人）にするより、決まった人と落ち着い

てじっくりと関わる方がよい ★２、３年
生に来てもらい味の感想をもらう★１２月の
ＰＴＡで保護者や元担任に来てもらい個々の

中２「ハートフル∞みんなでやろＯＨ！
みんなでやろＯＨ！～夏食堂！！」
実態

理由を付けて発言できる

活動内容

成長をみてもらうのもいい
＜授デミⅡより・・・
・・・＞

納得するまで話し合い、友達同士で

・季節のメニューの相談

★単元のゴール をどこにもっていくか
をどこにもっていくか★地域

解決できるようになってきたが、ま

・食材探し、食材集め、買い

の特学の生徒達と交流をかねて、ピザ作りを教

出し

だ自分優位
育てたい力

理由や根拠を伝え、自

取材
・調理・開店準備・出前
もてなし

を思う力が育つ ★みんなでピンチを乗り越

える設定があれば・・・

分の意見を大切にしながら全員で

８人で
で伝え合い、

折り合いを付けてほしい

えてはどうか。繰り返すことで伝える力、相手

相談、
、解決し活動する姿

＜授デミⅢでは・・・
では・・・＞
★地域の直売所への買い物や農家の人とつなが
って学習を展開していく★少数派の意見を教

中３「キラキラスマイルテレビ」
キラキラスマイルテレビ」
実態

昨年度のキラキラスマイル

活動内容

テレビ（番組、ＣＭ、取材）が楽

・生放送の見学＝本物志向

しかったのでまたやりたい

・高等部や施設の取材

高等部に行きたいが不安・・

・○○学校のＡさん
・○○学校のＡさんに高等部

育てたい力

生活力

必要な力、基礎・基本
ール

働くために
社会のル

師が拾い、新たな発見！！につなげたい

を紹介（交流）

★進路の要素を絡めることで、子どもたちが混乱し
ないか。進路としてのねらいがぼやけてしまわない
か★テレビは楽しんで観られるものがいい。ドキュ
メンタリーよりバラエティー。単純な作りの方がみ

・ゆり支援フェスで発表

んなが楽しめる★大人主導の台本ではなく、子

・みんなに感謝する番組作り

どもたちが伝えたいということをベースに
★進路のねらいを達成するために、番組制作という
形がよいのかを再検討
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デザインミーティングⅡ
デザインミーティングⅡ～小学部編～
小学部は「遊びの指導」と「生活単元学習」のねらいを明確にしながら単元を進めていきます。
指導」と「生活単元学習」のねらいを明確にしながら単元を進めていきます。
小学部研究テーマ「自分の気持ちや考えを伝える力を高めるために
「
めるために」
～子ども同士で互いに
いに意識し、表現し合う姿を目指した授業づくり
づくり～

＜単元の内容＞

★一つの活動だけでなく
だけでなくそれにかかわる

小１「ぴかぴかファーマーズ～はたけづくりだ
はたけづくりだえいえいおー！」 活動をいろいろ考えておく
活動をいろいろ考えておく★遊びの要
実態

感触遊び

ダンスが好き
のかかわり

書く（描く） 音楽

絵本

外遊び

教師と

集中できる時間が限られ

ている
自分の気持ちや要求を

言葉や身振りで相手に伝える

友達か

えば・・・ポテトランド
ポテトランド（いもほり遊び・・

・
・野菜や花を育てる
・ （にんじん、じゃがいも）
・畑
・土いじり

育てたい力

素をたくさん取り入れ
たくさん取り入れながら展開 例

活動内容

観察

・
・制作（いも版
・
・プレゼント

収穫
看板作り）

お茶会

らの誘い掛けを受け入れて一緒に活動
する

呼ばれ反応する

きまりが分かる

遊ぶ場面が少ない

活動内容

取材
もてなし
・
・紙すきでカレンダー、うち

わ、はがき作り

育てたい力

関わって遊ぶ

る

自信

活動す

適切な関わり方

５人でやり遂げる経験

・
・作ったものをプレゼント
・
・交流相手に手紙を
書く

小４・５・６「うきうきパン
パンやさんパート２」
６：学級としてのまとまりが強

活動内容

い

慣れない環境、慣れない相手に弱

・
・パン作り

い

４・５：見本となる児童がいない

・ゲストティー
・ゲストティーチャーの活用

友達と一緒の楽しさを味わえていない

・
・おそろいのユニフォーム作り

育てたい力

・
・他学部、他学級との交流、コ

６：昨年の経験を生かし

自信をもって友達に接する
生よりできる（自信）
学ぶ

き畑にする）
★物（紙すきではがきや
ではがきやうちわ）を作ったり、

む。
（ex：水に溶かした
：水に溶かしたドロドロの紙を握った

しいことに挑戦したい）があり一緒に

実態

きい壁面にいもに
に見立てたものを貼ってい

めは存分に遊ぶところから
めは存分に遊ぶところから。紙の変化を楽し

待つ

実態の幅（感触遊びが好き～難

自主性

大

プレゼントしたり
したりすることを目的にせず、始

順番が分かる

小２・３「すきすき！かみすき
かみすき」
実態

新聞のいもを掘ったら
を掘ったらいもが出てきた

５：４年

４：先輩から

うどん作りの経験を生かす

ラボ
・
・バターなどを作ってみる（土
田牧場への校外学習）
・
・トレイや皿の装飾

ら形ができた・・ざるに通したら塊ができ
形ができた・・ざるに通したら塊ができ
た・・・）
」→「遊びの指導」でできれば

よい★できたものを
★できたものを教室に飾ったり、なんと
なく使って見せたりする
なく使って見せたりすることで、気付きが生
まれるといい。★集会の誕生カード、お礼状、

４～６年のパン屋さんで
パン屋さんでコースターと
して使ってもらうなどつながっていけ
るようにする
★中１のカレーとコラ
のカレーとコラボしてもいい。
★祖父母など畑をやっている人と交流いい
など畑をやっている人と交流いい
（招く必然性に
にもつながる）★同じ工程で

のパン作りを繰り返すことで
のパン作りを繰り返すことで、友達への
声のかけ方を学ぶきっかけ
かけ方を学ぶきっかけ になる★昨年
作ったパンをもっとおいしく
たパンをもっとおいしくという意識もて
るように・・食パンでピザトースト
・・食パンでピザトースト・イート
インコーナーを
を作る・パン工房「凡」さんに
教えてもらう・
・高等部農園芸班（リンゴ狩り
してきたリンゴを
を加工してもらう）
（そら豆、
じゃがいも、さつまいも）
じゃがいも、さつまいも）とのコラボ
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こんにちは

ＪＫＰです！
！

ＪＫＰとは・・・授業改善プロジェクトチーム、頭文字を取って
ロジェクトチーム、頭文字を取ってＪＫＰです。プロジェクトメンバーが
プロジェクトメンバーがデザ

インミーティング（単元構成検討会）や各種授業研究会に参加、
や各種授業研究会に参加、協議することで、多様な視点からの授業づくり、
授業改善につなげたいと思っています。今年も授業にお邪魔させていただきます。どうぞ
どうぞよろしくお願いします。

「生活単元学習
生活単元学習」の単元づくりについて
について
新年度が始まりました。生活単元学習の単元構成について、児童生徒 の興味関心や実態を考慮しなが
新年度が始まりました。生活単元学習の単元構成について、児童生徒の興味関心や実態を考慮しなが
ら各学年・学級で構想を練っている
ら各学年・学級で構想を練っていると思います。
よりよい単元づくりに向けてポイント
ポイントとなることを挙げ
てみましたので参考にしてみてください
ください。
「生活単元学習」は・・・
子供たちが自立的な生活をしていくために必要なさまざまな生活上の課題や目標に沿って一連の目的的な
活動を組織的に経験させていく具体的で現実的な生活場面における直接的な経験を通して、子供たちの生活
力を高めていく、領域・教科を合わせた指導の形態です
、領域・教科を合わせた指導の形態です。

① 単元のテーマを子どもに即したものに
・その時期の学校生活を豊かにするテーマ

・活動への意欲を高める「合言葉」となる
活動への意欲を高める「合言葉」となるような単元名

・どの子も精一杯活動することができ、子どもたちの関心に沿うテーマ
（取り組むうちに子どもが関心を示しそうなこと、興味をもってもよいはずのもの）

② 単元の「ゴール」を明確にする
・児童生徒にとって分かりやすく、見通しがもちやすい到達点の設定
児童生徒にとって分かりやすく、見通しがもちやすい到達点の設定

③ 「今できること」を大切に
・「できること」の把握と「できる状況
状況づくり」

・精一杯力を発揮できる状況づくり

・活動の繰り返しを多くして、よりよく、また十分に取り組める状況を作る
の繰り返しを多くして、よりよく、また十分に取り組める状況を作る

④ テーマに沿った様々な活動を工夫
テーマに沿った様々な活動
・実態に応じた役割分担

・一人一人の活動量の確保

・どの子も活躍できる活動があること

＜参考までに・・・＞

生活単元学習
生活単元学習の望ましい条件
（生活単元学習の手引きから）
１）実際の生活から発展し、児童生徒の興味に基づいたもの
実際の生活から発展し、児童生徒の興味に基づいたものであること
であること
２）児童生徒の心身の発達水準にあったものであり、
児童生徒の心身の発達水準にあったものであり、個人差にも適合するもの
個人差にも適合するものであること
３）必要な知識・技能の習得とともに、
必要な知識・技能の習得とともに、生活上の望ましい習慣・態度の形成を図るもの
生活上の望ましい習慣・態度の形成を図るもので
あること
４）児童生徒が目標をもち、見通しをも
児童生徒が目標をもち、見通しをもって積極的に取り組むものであること
であること
５）児童生徒個々の力を発揮・伸ばすとともに、
々の力を発揮・伸ばすとともに、共同して取り組んだり、かかわりをも
共同して取り組んだり、かかわりをもっ
て活動できるよう配慮されたもの
て活動できるよう配慮されたものであること
６）児童生徒の目標、課題の成就に必要、十分で、
児童生徒の目標、課題の成就に必要、十分で、自然な生活としてのまとまりを活動と
自然な生活としてのまとまりを活動と
して組織されたものであること
であること
７）豊かな内容を含む活動で組織され、
豊かな内容を含む活動で組織され、多種多様な経験与えられるように計画されている
多種多様な経験与えられるように計画されている
こと
８）終了時には、大きな満足感、成就感が味わえるもの
大きな満足感、成就感が味わえるものであること
９）活動によって身に付けた関心・技能・習慣・態度が
活動によって身に付けた関心・技能・習慣・態度がその後の生活（学校外も含む）に
その後の生活（学校外も含む）に
生かされるものであること
であること

★ 学校全体でアイディアを
でアイディアを出し合う
「単元作
単元作り」「授業作り」をしていきたいです
していきたいです★

Ｈ２８年 高等部２年生活単元学習 プレ授業
「チャレンジ For Your ハッピースマイル２②～萬生苑の方を笑顔にしよう」
～萬生苑の方を笑顔にしよう」

ゆり支援学校

№４
平成２９年
１月１９日（木）
発行：ゆり支援学校
研究部

研究部だより
全校研究テーマ
「児童生徒一人一人の人と関わる力を高めるために」
～気持ちや考えを伝え合う姿を目指した授業づくり～
（２年次／３年計画）

第６回全校授業研究会を終えて
１２月１４日に第６回全校授業研究会があり、中学部１年の生活単元学習の授業提示と研究会を
行いました。授業では、生徒がピザ屋の開店に向けて、「お客さんに喜んでもらうためにはどうし
たらいいか」について考え、意見を伝え合いました。
話合い活動について研究会で話題になったことを紹介します。
中学部研究テーマ

提示授業

「友達と活動する中で伝え合う力を高めるために」
～相手の気持ちや考えを受けとめて自分の気持ちや考えを表現する姿を目指した授業づくり～

中学部１年 生活単元学習
エイト
単元名
「ハートフル ∞ ～「スマイルボーノピザ」を開店しよう～」

研究協議会より

話合い活動における支援

指導助言から

○話合い活動を進めるときに
・話合いのルールと時間を明確にする。
・意見を出しやすい雰囲気作りをする。
・出された意見をイメージできるよう
に、体験する場面を取り入れる。
○話合い活動での教師の支援
・話合いの焦点がずれたときに何につい
て話し合うかを確認し、話合いの軌道
修正を行う。
・めあてへの立ち返りをすることで、気
付きを促すことにつなげる。
・自分から意見を伝えることが難しい生
徒に写真やイラスト等を活用しなが
ら個別支援を行う。

県立支援学校 天王みどり学園
教諭（兼）教育専門監
加賀谷 勝 先生
○話合い活動における教師の支援
①生徒が思ったことを伝えられる雰囲気作りを
する。
②話合いの観点を具体的に示す。
③生徒の内面を表す発言をする。
④生徒の意見を全員で共有するための視覚的支
援を行う。
⑤選択肢カードの使用や役割の代弁をする。
⑥生徒が主体的に活動できるように、子どもの
考えやつぶやきをつなぐ。
○共通性と多様性
・誰にでも必要な支援（共通性）とそれぞれに
必要な支援（多様性）を考えながら行う。
・根底には児童生徒との信頼関係が必要となる
ので、信頼関係作りを大事にする。

研究に関するお問い合わせ

秋田県立ゆり支援学校 研究主任 柏谷明宏

TEL 0184-27-263０ FAX 0184-22-8706 HP http://www.yuri-s.akita-pref.ed.jp/

ゆり支援学校

研究部だより

№３
平成２８年
１２月８日（木）
発行：ゆり支援学校
研究部

全校研究テーマ
「児童生徒一人一人の人と関わる力を高めるために」
～気持ちや考えを伝え合う姿を目指した授業づくり～
（２年次／３年計画）

第５回全校授業研究会を終えて
１１月２８日に第５回全校授業研究会があり小学部６年の生活単元学習の授業提示と研究会を
行いました。

小学部研究テーマ

提示授業

「自分の気持ちや考えを伝える力を高めるために」
～子ども同士で互いに意識し、表現し合う姿を目指した授業づくり～
小学部６年 生活単元学習
単元名
「じゃがいもパーティー② ～友達を招待しよう～」

子ども同士の関わりを引き出す学習活動
○楽しめる活動内容
・やってみたいと思える学習内容
・友達を意識できるような協力して取り組む
活動
・気持ちを共有できるように、友達と一緒に
やり遂げた達成感を感じられる活動内容
○子どもたちだけでの活動
・子ども同士のやりとりが生まれるような場
面設定
・子どもたちで進められる内容
・子どもに任せられる役割

指導助言から

活動中の教師の支援
○教師の言葉掛け
・友達の活動や様子に気付けるような言
葉掛け
・よい行動や発言、関わりが見られたと
きの即時評価
○教師の見守り、待つ姿勢、モデル
・子どもが考えて行動できるように、困
った状況、場面での見守り
・友達への伝え方や関わりの見本となる
ような教師のモデル

研究協議会より

県立横手支援学校
教諭（兼）教育専門監
佐々木義範 先生
○教師の支援について
・実態差がある場合、関わりを引き出す
ために教師が間に入ったり、モデルとな
って示したりする。
○単元構成について
・繰り返し活動する中で、役割を交替して
みることもよい。
・身に付けたことを生活に生かす。
○指導案の記入について
・単元の目標に関する児童生徒観、単元観
指導観を中心に記入すると、児童生徒の
目指す姿とそのために取り上げる内容
が整理される。
第６回全校授業研究会を１２月１４日（水）に実施します。中学部１年 生活単元学習での授業
提示となります。たくさんの御参加をお待ちしています。
研究に関するお問い合わせ

秋田県立ゆり支援学校 研究主任 柏谷明宏

TEL 0184-27-263０ FAX 0184-22-8706 HP http://www.yuri-s.akita-pref.ed.jp/

ゆり支援学校

№２
平成２８年
１１月９日（水）
発行：ゆり支援学校
研究部

研究部だより
全校研究テーマ
「児童生徒一人一人の人と関わる力を高めるために」
～気持ちや考えを伝え合う姿を目指した授業づくり～
（２年次／３年計画）

第４回全校授業研究会を終えて
１０月１３日に本校の第４回全校授業研究会があり、高等部１年の生活単元学習の授業提示と
研究会を行いました。研究会で話題になったことについて、簡単にまとめてみました。

高等部研究テーマ

提示授業

「他者とやりとりする中で伝え合う力を高めるために」
～自己肯定感をもち、他者を認め、自分の気持ちや考えを表現する姿を目指した授業作り～
高等部１年 生活単元学習
単元名
「レッツダンス！おどりの輪を広げようＰＡＲＴⅡ
～ゆり養祭ステージ発表に向けて～」

充実感・達成感が得られるために
○めあての明確化
・評価の項目を分かりやすく
・課題を絞り込む教師の問い掛け
○中間評価
・改善点を見つけ直すことができた実感
・意見を受け入れてもらえたうれしさを
実感できるように、すぐに実践
○客観的に評価できるように
・ＶＴＲ、画像の活用

指導助言から

安心感を与える雰囲気づくり
○楽しさを実感
・活動の楽しさを感じられる工夫
・経験の積み重ね
○教師の支援
・肯定的な言葉掛け
・待つ姿勢
・生徒が友達の意見を理解しやすいよう
に教師が伝え直す

研究協議会より

（秋田県教育庁 特別支援教育課
佐藤圭吾 指導主事）
○地域と関わる単元設定
・いずれは地域で生活する生徒たち、地
域交流、地域貢献を
○伝え合う力を高めること
・考え直しをして伝えきることが大事
・伝わった手応えを感じられるように
（受け入れられた、議論になった）
○望ましい行動での表出
・誤学習については成功体験の中で望ま
しい行動を教えていく

～２学期の全校授業研究会のお知らせ～
研究の検証授業としている生活単元学習についての授業提示と研究会を実施します。
１１月２８日（月）小学部６年 生活単元学習、１２月１４日（水）中学部１年 生活単元学習
第５回及び第６回全校授業研究会の御案内を各校に配付しました。ぜひ、たくさんの御参加をお待
ちしています。
研究に関するお問い合わせ

秋田県立ゆり支援学校 研究主任 柏谷明宏

TEL 0184-27-263０ FAX 0184-22-8706 HP http://www.yuri-s.akita-pref.ed.jp/

ゆり支援学校

研究部だより

№１
平成２８年
９月１日（木）
発行：ゆり支援学校
研究部

本校では、「人と関わる力」に焦点を当て、昨年度から研究に取り組んでいます。今年度は３年計画
の２年次で、伝え合う力を高めるための授業づくりを行っています。授業づくりでは、友達を意識した
り、友達の考えを受けとめたりして、自分の気持ちや考えを表現する姿を目指しています。

全校研究テーマ
「児童生徒一人一人の人と関わる力を高めるために」
～気持ちや考えを伝え合う姿を目指した授業づくり～
（２年次／３年計画）

今年度の研究について
〈研究仮説〉
今年度は、
「人と関わる力」に必要な「伝え合う力」
（※）に焦点を当てて授業実践を積
み重ねる。
○一人一人の目指す「伝え合う姿」をもとに、授業デザインミーティングを通して、柱
となる単元・題材のねらいや教科との関連を明確にする。
○授業改善プロジェクトチームを活用して、教師の手立てや役割の検証及び児童生徒の
変容を積み重ねながら授業改善を図る。
○地域の資源を活用して（地域応援活動）、目指す「伝え合う姿」に迫っていく。
これらのことを積み重ねていくことで、伝え合う力が高まり、自立と社会参加に必要
な人と関わる力につながっていくであろう。
※「伝え合う力」～昨年度は「伝える力」について取り組んだ。今年度は「受けとめる力」
を踏まえながら「伝え合う力」に迫っていく。
☆イメージ図

〈学部研究テーマ〉
小学部
中学部
高等部
寄宿舎

「自分の気持ちや考えを伝える力を高めるために」
～子ども同士で互いに意識し、表現し合う姿を目指した授業づくり～
「友達と活動する中で伝え合う力を高めるために」
～相手の気持ちや考えを受けとめて自分の気持ちや考えを表現する姿を目指した授業づくり～
「他者とやりとりする中で伝え合う力を高めるために」
～自己肯定感をもち、他者を認め、自分の気持ちや考えを表現する姿を目指した授業づくり～
「異年齢集団の中で伝え合う力を高めるために」
～気持ちや考えを伝えて協力できる当番活動を通して～

伝え合う力を高めるために
～全校授業研究会から～
本校では、これまで６月、７月に全校授業研究会を３回実施しました。研究会では、伝える、受
け止めるための支援方法についてグループ協議をしたり、伝え合うことについて指導助言をいただ
いたりしました。グループ協議で話題に上がったことや指導助言のポイントについて紹介します。

受け止めて
表現する

伝え合う

・「伝える」と「伝わる」は違う。相手
が理解できて「伝わる」となる。
・「伝わった」という経験が意欲や行動
につながる。
・生徒同士のすれ違いを減らすために、
やりとりを「見える化」する。

・「受け止めて表現する」とは、「今どん
な気持ちなのか」に気付き、受け入れ
ることが必要だということである。
・受け入れて相手の気持ちを理解し、受
け止めることができる。

主体性を
引き出す

教材・教具
・用意することが手立てではない。伝わ
らないと意味がない。
・提示するだけでなく、機能させて教材
になる。
・十分に活用して言語活動に結び付けて
いく。

・興味・関心に沿った題材設定。
・楽しいと思える教材・教具と場の工夫。
・
「できるようになってきた」と実感でき
る、
「充分活動した」と手応えのある活
動内容の検討。

～２学期の全校授業研究会のお知らせ～
研究の検証授業としている生活単元学習についての授業提示と研究会を実施します。

１０月１３日（木）高等部１年 生活単元学習、
１１月２８日（月）小学部６年 生活単元学習
１２月１４日（水）中学部１年 生活単元学習
後日、全校授業研究会の御案内を配布いたします。ぜひ、たくさんの御参加をお待ちしています。

研究に関するお問い合わせ

秋田県立ゆり支援学校 研究主任 柏谷明宏

TEL 0184-27-263０ FAX 0184-22-8706 HP http://www.yuri-s.akita-pref.ed.jp/

秋田県立ゆり支援学校 校内向け通信
Ｈ２８. ７.１９発行
授業改善プロジェクトチーム

全校授業研究会③中学部
キラキラスマイルテレビ局①

～授業改善の視点～
～「お菓子の中３」を取材しよう～

・「○○がよかったよ。
」と全体に紹介する
・グルーピング、ペアリングの工夫
・声を掛け合うようにすることで（「準備ＯＫ
です！」「それではいきまーす！」）
チームワークを作り上げる
・リーダーを決める
・友達の役割が見える工夫

・試行錯誤できる活動
・臨場感（本物により近く）から
・生徒をプロデューサーにして任せる
・次回は台本から自分たちで作る
・目標の整理と明確化
・自由な言葉で発表、Ｔが肯定的にまとめる

自己評価
・視覚的に自分を評価できるようにする
・感じたことを話す、がんばったことを共有できる
・単元を通して自己評価の積み重ねが見えるようにする
・友達の評価を受けて、自分はどう思ったのかも聞き取る
他者評価
・シーンごとにチェックし合う即時評価はよい
・テレビを見た人、取材された人の評価
・どうなれば「いいね」なのか教師も生徒も評価基準をしっかりもつ
・段々できるようになってきたと実感できる活動、
「充分活動した！」という手応えのある活動
校長先生より：授業参観をしていると明らかに児童生徒が教師からの指示を待っていると感じることがあり
ます。児童生徒が次に何をすれば良いのかが分からなかったり、間違ってはいけないという思いにとらわれ、
自ら行動しない場面です。このことは、一朝一夕では解決できません。常に教師が児童生徒の主体性の芽を
摘んでいないか、児童生徒が自ら物事に取り組む事のできる環境と支援が十分に整っているかを、TT でし
っかりチェックすることが求められます。その積み重ねが児童生徒の主体性を育てることにつながります。

秋田県立ゆり支援学校
Ｈ２８.

校内向け通信

７.１１発行

授業改善プロジェクトチーム

全校授業研究会③に向けて（中学部）～授業改善の視点～
中学部２年生活単元学習（７／８

プレ研究授業）

「キラキラスマイルテレビ局①～「お菓子の中３」を取材しよう～
生徒がテレビ局のスタッフとなり役割を果たしながら、番組作りをする内容を柱にした学習活動を展開します。

＜導入＞

★初めての活動だったので説明が多くなってし
まったが、導入ではめあてと活動内容や流れ
を端的に伝える。

・めあてと活動内容の確認

情報量を精選

★見やすさ、わかりやすさを考えて、板書やカー
ドの文字を大きく、文字数は少なくする。
★早く準備し終えた生徒が暇をしない工夫

・スタジオ準備

時間の工夫

＜展開＞・リハーサル

★アナウンサー２人には視線の先を一つにして関
わり合う場面を作りたかったが、原稿が一つしか
ないと、視線が斜め下になってしまう。

★Ｆさん（ＡＤ）、Ｇさん（音響）・・Ｔ２の支
援なしでも他の生徒が気付いてできないか。

＜まとめ＞・映像チェック

改善点に気付くための工夫
★改善すればいいと思うところをビデオを止め
ながら確認する。
★見るポイントを絞り込む。
★出た意見をＴ２以下が書いて貼って見える化
を図る。
★対教師ではなくするための話し合いのスタイ
ル。（馬蹄形、動きを入れてなど）
校長先生より：学級や学年で行う生活単元学習を学校生活の中心に据えることで、生単が生活の一部となり、
自分たちの学習として意識することになります．まずは生徒も教師も自分たちの単元に惚れ込む
ことのできる単元構成や学習内容、展開をしっかりと構築することが肝要です。大好きな勉強を
準備できれば、生徒たちは自分から動くことでしょう。

秋田県立ゆり支援学校 校内向け通信
Ｈ２８. ７.１１発行
授業改善プロジェクトチーム

全校授業研究会②小学部「遊びの指導」～授業改善の視点～
６日の授業研究会、大変お疲れ様でした。今回もたくさんの貴重なご意見や様々な視点からの意見ありで、有
意義な会となりました。出されたご意見について簡単にまとめましたのでお伝えいたします。

発達段階、興味・関心に沿った題材選び
関わりを生む場面の設定

・発達段階を捉える・自由遊びをたくさん経験する

・２人以上で遊べる物や状況
・日常的な子ども同士の関わり（けんか、物
の貸し借り等）を意識していく
・車いすの児童と一緒でないと乗れない特別
な遊具
・児童同士が関われる適切な教材の数や配置
・劇遊びの中で関わる場面の設定

子どもたちが主体的に遊ぶための教師の支援と役割

教師の働きかけ

効果的なしかけを取り入れた授業展開

・車いす児童の様子にも注目できるように、
・児童がわくわくするような、とびつくような教材
周囲に伝える
・ドラマティックな遊具の登場、タイミング
・主体的な動きや遊びを取り上げて、全体
・みんなで向かえるミッションなどがあればいい
に紹介する
・Ｔがモデリング（一緒に、魅力的に遊ぶ）
・ねらいを意識した言葉掛け
・教師の仲介・代弁

楽しいと思える教材・教具と場の工夫

校長先生より：
遊びの指導における教師の役割は非常に難しいと全校授業研究会の研究授業を見ていて感じました。環
境の一部である教師は、ねらいにせまるためにどのような環境（人、物、時）を意図的に構成していけば、
子どもが夢中になって遊ぶ中で自己を発揮し、他者の存在を意識して社会性を育むことができるのか？
何度か同じような環境の中で試行錯誤し、記録や評価を積み重ねることが、次回の遊びの豊かさを担保
することになると改めて考えることができました。

秋田県立ゆり支援学校 校内向け通信
Ｈ２８. ７.４発行
授業改善プロジェクトチーム

全校授業研究会②小学部～授業改善の視点～
２回の事前研を受けて授業がどのように変わるのか６日ご期待ください。
体育館 ステージ

作る。隠れる。

わらの家：スズランテープの壁
新聞紙の感触遊び

ボールスライダーなど

学習室１

出
入
口

黒板側
Ｔ
１

導
展

入

開

プレイルーム窓側スズランテー

３びきのこぶた
読み聞かせ
スズランテープ

すべりだい
ボールを転がす

ここが見どころ！授業者より
子どもが主体的に自由な発想で遊ぶ姿を目指してきました。
おおかみやこぶたになって追いかけっこをしたり友達と一緒に
すべり台にのって汗だくになって遊んだりする姿が見られたら
いいと思います。

「お話遊び～３びきのこぶた～」

★ＢＧＭ、ダンスの意図はあるのか。Ｂ
ＧＭで子どもの声が聞こえない★体育館半分
でも場所が広すぎる★子どもたちがもっと
主体的に遊べるようにしたい★遊びが
特別のものにならないような工夫が必要だ。
日常の中にあってこその遊び★自分たちで
作り上げる遊びの場、大人が準備し、できあ
がっている場★遊びのイメージ、バリエーシ
ョンは。何をねらい、どんな姿を引き出
したいかを明確にしてほしい★子どもの
発想を大人が拾う、広げる★登れる
もの、吹き飛ばされて崩れるセット（ドリフ
みたいな）
、プレイバルーンの屋根。あればお
もしろそう★一つ一つをもっと遊び込む
★全身を使って思い切り遊ぶ★逃げ
遅れたＡさんをレンガの家に入
れようとしたＢさん。こんな姿が
見られたらいい。

レンガの家：段ボールを積んで

木の家：缶をつなげてつるした壁

小学部１・２・３年合同 遊びの指導

出
入
口

★紙芝居の読み聞かせの時、持っていたうちわ
をとんとんしたり、
「ふーふー」といって話に
入り込んでいる様子も見られたが、ざわついて
いた印象もある。しっとり座って見たほうがい
いのか。→紙芝居の意図を明確にする。
Ｔ１の位置、紙芝居の位置、大きさ、車いす児
童の位置も検討★希香さんが滑り台を上った
り下りたりして汗をかいて遊んでいた。活動量
としてはいいが、遊びの指導としてどうか。た
だ自由に遊んで時間が流れるより、メリハ
リを付けるために仕掛けが必要。本時のメ
インの活動は何か★「おして！」と関わり
のいい場面があった。友達と一緒でなけれ
ばできないという場面を作る★段ボールがた
くさんあったが子どもたちは遊び方が分か
らなかったのではないか★１つのホース
を２人がほしがる場面があった。こう
いったことが学びになる。わざとたくさん準備
しない★Ｔの声が重ならないようにする★
物を投げないというルールを伝える★片
付けをしてもいいのでは。終わり方を検
討。

校長先生より
環境構成により遊びの広がり、深まりは変わってきます。本時のねらいや小学部の副題にせまるために、環境の
一部である教師がどんな役割を果たせばよいのかも授業のみどころですね

秋田県立ゆり支援学校 校内向け通信

Ｈ２８. ６．２９

発行

全校授業研（高等部編） ～授業改善の視点～
第１回目の全校授業研究会お疲れ様でした。１枚目はプレ授業で出された改善点、２枚目は全校研で出さ
れたよかった点や改善点について簡単にお伝えします。

高等部２年生活単元学習（６／２２

プレ研究授業）

「チャレンジ For Your ハッピースマイル２②～萬生苑の方を笑顔にしよう」

＜導入＞

情報を精選

★導入ではめあてと活動内容や

流れだけを伝える。
＜話し合いのルール＞

「話し合いのルール」の確認はグル
ープに分かれてからでＯＫ。

スマイルことばできく
「いいね」 「そうか］
「なるほど」 「お～」

★フラッシュカードを活用す

「こうやればもっといいと
思うよ」

るなら、色、数等を考えて。

★アイディアをたくさん出せる生徒とそうでない

＜展開＞

生徒がいる。意見を聞かれて「うん」と言った
ことが本当に本人の気持ちなのか・・・・丁寧

に拾っていく必要がある。リーダーが引っ張り
すぎてもいけないかもしれない。★自分からア

教師はなるべ

イディアを出すのが難しい生徒の引き出し

く声を掛けず

方を工夫する必要がある。

に見守るつもり
です

＜まとめ＞次時につなげるための
★導入で用いた「萬生苑の方を笑顔にしよ

振り返りの工夫

う」というキーワードを再確認し、活動
の振り返りができるように笑顔の写真
を掲示する。イメージがもてる。★各グ
ループの発表を見て感想を伝え合う際
の話型が提示されたが、適切かどうか。

＜導入＞

６／２７

全校授業研究会

よかった点

改善点

○音楽でテンションＵＰ↑↑

★萬生苑の方々を意識できるように映像や
メッセージがあればよい

○実体験からの発表ｇｏｏｄ！
○合い言葉、いい雰囲気で始まった

★めあてもっと目立つようにする
★「笑顔になるのは
えさせてもいいか

＜展開＞
よかった点
○進行役、友達の意見を汲み取ろうとして
いた。リーダーが育っている
○身体表現は取り組みやすい。「できる」
「好きな」が主体性につながっている
○③グループのふせんが絵入りで分かりや
すい

どんなとき？」と考

改善点
★めあてをグループ活動でも意識させる
★アイディアをほめる、つぶやきを見
逃さない
★活動から逸れる生徒、自分から意見を出
すのが難しい生徒への支援
★出された動きを曲に合わせる際の音頭取
り（何拍で次の動き）は教師の支援が必
要か

○実態に合った話し合いの隊形（いすなし、 ★自分たちの動きを客観的に見る
座る、立つ、広さ）
場の設定
ｉＰａｄ

＜まとめ＞

鏡

ＶＴＲなど

改善点

よかった点
＜まとめ＞

★全員が評価（参加）できるように
するには・・・札を上げるとか

○他のグループからアドバイスをもらうと
いう姿勢がすばらしい

★注目できるような配置（後列は見
えない）

○拓海さんのマラカスに気付いてみんなに
伝えていた

★板書して見える化を図る
★どんな動きがどうだから萬生苑の人が喜
ぶという観点での振り返り

校長先生より
特別支援学校の児童生徒の課題の一つに、言葉や思いを双方向で伝え合うことの難しさがあります。
知識や語彙の不足などが起因しています。そのことを一気に解決することは難しいと思いますが、「伝え
たい」という思いや「まずは相手の話を聞く」という態度の育成はできると思います。伝えるためのアイ
テムを考えたり、意欲を高めたりするための支援方法が特別支援教育の専門性ではないでしょうか

秋田県立ゆり支援学校

Ｈ２８.６.１４

発行

授業改善プロジェクトチーム Ｎｏ.３

デザインミーティングⅡ～高等部編～
高等部は各学年とも自分、友達、地域の方々のための活動を企画し、役割分担しながら目指す姿に向かって取
り組みます。デザインミーティングⅡはこれで全学部終了しましたが、今後は全校研究会にも関わっていきます
のでよろしくお願いします。
高等部研究テーマ「他者とやりとりする中で伝え合う力を高めるために」
～自己肯定感をもち、相手を認め、自分の気持ちや考えを表現する姿を目指した授業づくり～

＜単元の内容＞
高１「レッツ

★今できていることを生かしながら進
レク！～みんなで楽しい時間を過ごすために」
めていく★今後（2 年、3 年、卒業後）を見

実態集団の中での役割経験少。精神的

活動内容

な弱さ、不安。1 対 1 は受け答えでき

・レクリエーション（皆と一

据え、貫いていけるような単元にしてい

る。役割があると動ける。

緒に活動を楽しむ、内容や

育てたい力 安定した気持ちで学習に

役割分担、運営）

取り組む。自信、役割、挑戦、自己肯

・話し合い活動

定感。

・製作

に小学部の児童から交流★がんばる場面を
絞る★話し合いのパターン（生徒たちが
分かる話し合いの流れ）を整える★生徒が

高２「チャレンジ for your ハッピースマイル PartⅡ」
実態 小グループでの意見交換やコミ

活動内容

ュニケーションＯＫ。周りへの関心が

・友達のために、地域のため

高まった。→安心できる環境。自信。

に、家族、お世話になった

育てたい力 友達の意見や気持ちをく

人のために喜んでもらう

み取る。友達（モデル）から真似ぶ（学

企画を考え、活動する。

自分から意見を伝えるための手立てとし
て、選択肢を提示したり、大人が意図を

くみ取って言葉を整理 する★昨年度と

取材
もてなし

ぶ）お互いが影響し合う。

けるとよい★地域交流が難しければ段階的

高３「わくわくスマイル活動」

同じ活動をする場合、昨年度もやったか
ら・・・ではなく、課題を受けて今年はこ
こをがんばろうという目的意識がもてる

ような下ろし方を。モチベーションが違
ってくる。★「自分たちがスマイルになる
のはどんな時？」という下ろし方もある。

実態意見に折り合いを付けられる。話

活動内容

★１００分の中でみんなが話し合い活動と

合い活動を通して、企画力は付いてき

・オリエンテーション

いうのは難しい。実態に応じて活動の工

た。近隣中学から来た生徒は主体性が

（交流相手・内容の話合い）

夫を★行事単元、中心となる単元を分けず

弱く、自尊感情が低い。

・ステージパフォーマンス

に考える。同じ流れ、枠の中での単元にす

育てたい力 活発な意見のやりとり。

（構成の話合い、練習）

る。
（例：わくわくスマイル～運動会）★誰

様々な実態の生徒達が相互にやり取

・朗読コンサート

が見てもどんな活動なのか分かるように年

りする。言葉だけでなく気持ちも相手

（企画、役割分担、練習）

計に（地域交流学習）と明記し、訪問す

に向ける。

る施設名（寿壮、あじさいの郷、子吉保育
園）も記入。★気持ちを相手に向ける手だ

校長先生より：高等部生活は、仲間と目的意識をもち、一つ
のことに取り組む最後の機会でもあります。

ても必要。★ペープサートなどで制作する
人、演じる人など役割を作ると教師の手が

みんなで協力して何かを成し遂げ、それが自分 入らなくても活動に広がりがもてるか。
たちだけでなく、他の人の役に立つことで満足感や成就感が一層高まります。まずは、生徒
たちで考え、自分たちが進めて行くという環境作りや支援が大切です。

秋田県立ゆり支援学校

Ｈ２８.６.６発行

授業改善プロジェクトチーム Ｎｏ.２

デザインミーティングⅡ～小学部編～
小学部は下学年（１．２．３年）で遊びの指導、上学年（４．５．６年）は生活単元学習の話し合いをしまし
た。中学部とはまた違った視点からのアドバイスがあり、参考になりました。

小学部研究テーマ

「自分の気持ちや考えを伝える力を高めるために」

～子ども同士で互いに意識し、表現し合う姿を目指した授業作り～

＜遊びの指導「お話遊び」（１・２・３年：８名）＞
実態言葉でのやりとりが可能、教師の仲立ちが必要
ダイナミックな遊びが好き、お互いの関わり方
が分からない、Ｔとの関わりが中心
育てたい力楽しい、もっとやりたい→自分から要
求、表現してほしい

★お話遊びは前後期で１回（約１０時間）ずつ。時数を

もっと確保し、じっくりできればいい。
★お話遊びの中で感触遊びも取り入れる。五感を使っ
た遊び★各教科との関連がある（絵本：国語、生単：
製作、ダンス：音楽、追いかけっこ：体育）★軸がぶれ
ないように、基本のストーリーからあまり逸脱しない方

～ぷちｊｙｏｈｏ～
幼稚園教育要領解説は必読！深イ～話が
満載です。

＜生活単元学習＞

がいいのでは。児童の実態として現段階では決まって

いるストーリーの中で、決まった展開（子供たちに
とっては安心な環境）を。繰り返す中で主体性が生ま
れる。

小４・５「うきうきパンやさん」
実態集団で動くが分かってきた、もっ

活動内容

★校外学習で公共の交通機関 も

・
と自分から発信を、悪いことを真似す

・パン屋さんを開店

利用できればよい。★買い物に関

る、初めての人には緊張

・ゲストティーチャーの活用

連した学習を国語・算数でも取り

育てたい力 いろいろな人とのやり取

・野菜栽培・看板、コスチューム作り

上げる。★中２はテレビ局をする

り、友達と相談、協力

・校外学習（パン工場見学、パン屋）

ので、取材に来てもらい、縦のつ

小６「じゃがいもパーティー」
実態繰り返しの活動で見通しがもて

活動内容

るように、ガンブリーが好き、必要感

・じゃがいもを用いて菓子作り

があれば積極的に話す

・パーティーに学部の友達を招待

育てたい力友達とも積極的に話す、や

・簡単なゲームを考え、一緒に楽しむ

り取りをする、自分からお願い、発信
リーダーとして動ける

ながりをもってもいいかも★じゃ
がいも掘りに地域の特学を誘っ
たり、居住地校交流 に作ったお
菓子を持って行き、プレゼントす
るのもいい。★６年生は中学部に
つなげるために、この単元を利用
して 中学部の１年生との関わ

りをもつのもよい。
※４５６年生は学級での生活単元学習の他、合同の生単で昨年度行なった
「ガンブリー４８」
（ダンス、お笑い）を継続して行い、地域に向かって
発信（公演）していく計画。「集団の中での関わり、自己表現」をメインにねらっていく。
校長先生より：遊びは子どもの主体的な活動です。ある程度お話を楽しんだら自分たちでストーリーや役割
を考えたり、必要なものを作ったりできれば遊びがさらに豊かになります。遊びを子どもた
ちが自分たちの力で作り上げていけるような教師の役割、支援が重要です。

秋田県立ゆり支援学校
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デザインミーティングⅡ～中学部編～
年間指導計画と今年度の生活単元学習の柱となる単元について話し合いをもちました。話し合いを受けての改
善点や各学級の計画等についてお伝えしますので、参考にしていただければありがたいです。

＜年計の目標設定＞
＜中２ 生活単元学習年間の目標＞

・活動に見通しをもち、自分がやりたい活動を選んだり、
自分の気持ちや考えを友達に伝え合って取り組む。

２つの目標がありましたが２つの
うち１つは、

柱となる単元を意識した
目標にする。ねらいの明確化を。

・番組作りの活動に見通しをもち、自分がやりたい活動
を選んだり、気持ちや考えを友達に伝え合ったりする。

★ペアリングについて、積極的な
生徒×消極的だと、活躍場面に差

＜単元の内容＞
中１「ハートフル∞目指せピザ名人」

が出る。始めは消極的な生徒×

教師 でもよい。★「話合い」を

実態発表したい、見て聞いてほしい、

活動内容

・
少人数学級で自分の思いが通る環境

年計の学習内容の項目として起

・衣装、道具作り（話合い）

こす。ピザ作りを通してどんな力

育てたい力譲る、やりとり、気持ちに

・地元講師からピザ作りについて学ぶ

を育てたいのかを忘れずに。

折り合いを付ける。

・具材についての話合い

★話し合うための教材・教具

中２「キラキラスマイルテレビ」

も工夫できればいい。
★ 本物体験 をさせられたらい

実態 全体への問いかけにも手を挙げ

活動内容

い。イメージ作りのためにも。
（Ｎ

て意思表示するようになった。会話の

・友達同士でアイディアを出し合って

ＨＫ、ゆりほんＴＶ見学）★取材

キャッチボール難しい。
育てたい力 リーダーシップ、課題解
決、協力、関わりの幅を広げる。

番組作り。見る人に伝わるような。
・校内のネタ（中１・３の食レポ、Ｔ

活動では何を取り上げるか。 話

し合いさせる内容を吟味。

へのインタビュー）から、地域の特

★役割分担（カメラマン、監督、

産等へ展開

カンペ出し等）もできる。

中３「お菓子の中３」

取材
もてなし

★喫茶店ではアンケートを取る。

実態友達と一緒に学習したい、順番、

活動内容

人に譲れる、接客態度良くなった。

・菓子作り・喫茶店開店

話し合いに結びつくような
アンケートの取り方が大事。

育てたい力 考えを幅広く相手が納得

（昨年度との違い）

★スキルの発展＋関わりの発展

できるように伝える、問いかけに答え

・あずきを栽培し、お菓子に用いる

を目指す。

る。

・東中の生徒を招いて「お菓子教室」

中２のキーワードは「リーダーシップ」
「課題解決」
「協力」。生徒同士のかかわりの幅を広
げてほしいとの願いからかかわりの関連図を作って、関係性を考えてみたとのこと。
グルーピングや活動内容を考える際の手がかりになりますね。

校長先生より：最終的に教師の支援がなくとも、自分たちだけで活動が展開できるようになってほしい。
そのためには、役割をある程度固定化し、自分を持って自分の役割を果たす環境作りを！！

