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特別支援学校学習指導要領（平成 29年）では、小・中学校との学びの連続性が重視され、育成を目

指す資質・能力の三つの柱に基づき、各教科等の目標・内容が整理されている。また、各教科等の特質

に応じた見方・考え方を働かせることでより深い学びへとつながり、資質・能力を伸長させていくこ

とが示されている。しかし、川崎市内の特別支援学校・小中学校特別支援学級の教師を対象としたア

ンケートにおいては、重度知的障害のある児童生徒への教科指導に対して課題意識をもっている教師

が多く、児童生徒の見方・考え方を働かせ、資質・能力を育てる授業実践に課題があると考えられる。 

そこで、本研究では重度知的障害のある児童生徒への教科指導について研究を進めた。研究方法と

しては、特別支援学校学習指導要領に基づく授業づくりのプロセスの中で、具体的な目標設定による

評価からの授業改善を行うことで、児童生徒の資質・能力を伸長させる授業を行うことができると考

えた。また、教科指導として国語科を扱い、児童生徒の言葉の理解や興味・関心を可視化するために、

「言葉のマップ」を作成・活用し、言葉による見方・考え方を働かせる授業づくりを検討した。 

検証した２事例では、児童生徒の学習状況の評価から、目標を具体化し観点別評価をすることで、

児童生徒の資質・能力を高める授業づくりを行うことができることが分かった。また、研究の結果か

らは、授業づくりのプロセスのＰＤＣＡサイクルが機能することで、授業づくりのプロセス全体が改

善されることが分かった。さらに、「言葉のマップ」を作成・活用することで、教師が児童生徒の言葉

に対し意識的になり、その結果、児童生徒が言葉による見方・考え方を働かせ、言葉への関心を高める

教科指導につながったことが明らかになった。 

今後の課題としては、授業づくりのプロセスを活かし、次の単元への学びにどのようにつなげてい

くか、具体的な検証が必要である。また、国語科での学びについては、日常生活場面や教科等横断的な

取組へ広げ、言語能力を育成するためのより実践的な方法の検討が必要だと考えられた。ために、学

びの履歴を残し、次年度以降の指導の方向性を示す方策も合わせて検討する必要が 
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Ⅰ 主題設定の理由 
１ はじめに 

特別支援学校学習指導要領（平成29年）では、小・中学校との学びの連続性が重視され、育成を目

指す資質・能力の三つの柱に基づき各教科の目標・内容が示された。各教科等については、教科の特

質に応じた見方・考え方を働かせることで、児童生徒のより深い学びへとつながり、資質・能力を伸

長させていくことが示されている。川間（2018）は「どのような障害があっても、またどのような発

達の段階にあっても三つの育成すべき資質・能力を育むためには教科の学習が必要1」と述べており、

すべての児童生徒に対して、教科の視点をもって指導することを求めている。 

特別支援学校学習指導要領には「重複障害者のうち，障害の状態により特に必要がある場合には，

各教科，外国語活動若しくは総合的な学習の時間に替えて，自立活動を主として指導を行うことがで

きるものとする2」と規定されている。一方で、解説編では「障害が重度であるという理由だけで，各

教科等の目標や内容を取り扱うことを全く検討しないまま，安易に自立活動を主とした指導を行うよ

うなことのないように留意しなければならない3」と言及されている。この点について、一木（2020）

は、各教科等の指導において「子どもの障害が重いことのみを理由に、各教科を自立活動に替える判

断をしている学校4」の存在を指摘しており、各学校における教育課程編成上の課題と考えられる。 

是枝（2020）は、「知的障害のある児童生徒の各教科の指導に関しては旧来から指導内容が極めて曖

昧で『学年が変わっても毎年同じような内容を行っている』『活動の内容がパターン化している』など

の批判があった5」と述べている。以上の点を踏まえ、本研究会議で各教科等の指導については、「活動

のレパートリーが少ないため、同じ課題を繰り返してしまいがち」であることや「教科の内容を児童

生徒に合わせることが難しい」ことなどの課題認識がなされた。これらのことから、重度の障害のあ

る児童生徒の資質・能力を育てる教科指導の在り方について、実践検証が必要であると考えられた。 

 

２ 重度知的障害のある児童生徒への教科指導に関するアンケートより 

本研究では、「重度知的障害のある児童生徒へ

の教科指導に関するアンケート」を作成し、市

立小・中学校の特別支援学級及び特別支援学校

における重度知的障害のある児童生徒への教科

指導における教師の意識について調査した。「重

度知的障害のある児童生徒」の定義については、

特別支援学校学習指導要領解説各教科等編の各段階の構成の小学部１段階、２段階6を参考にして概念整

理を行った（図１）。調査期間は、令和３年７月から８月に実施し、470名から回答を得た。そのうち、

重度知的障害のある児童生徒を「担当している」、または「現在担当していないが、過去に担当したこと

がある」と回答した305名について調査対象とし、重度知的障害のある児童生徒への教科指導における

課題意識や特別支援学校学習指導要領の活用等について４件法で質問した。 

                                                   
1 全国特別支援学校肢体不自由教育校長会編 

『新学習指導要領に基づく授業づくり』川間健之介・吉川知夫 他監修 ジアース教育新社 2018年 p.17 
2 文部科学省『特別支援学校 教育要領・学習指導要領幼稚部教育要領 小学部・中学部学習指導要領』p.76 
3 文部科学省『特別支援学校 教育要領・学習指導要領解説 総則編（幼稚部・小学部・中学部）』p.343 
4 一木薫「障害の重い子供における教科の授業づくり」『肢体不自由教育』247号 2020年 p.11 
5 堤枝喜代治編著『資質・能力を育む国語』明治図書 2020年 p.4  
6 文部科学省『特別支援学校 学習指導要領解説 各教科等編（小学部・中学部）』p.24 

主として知的障害の程度は、比較的重く、他人との意思疎通に困

難があり、日常生活を営むのにほぼ常時援助が必要である者 

主として知的障害の程度は、上記ほどでないが、他人との意思疎

通に困難があり、日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする者 

もしくは 

図１ 本研究における重度知的障害の定義 
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（１）重度知的障害のある児童生徒への国語科に対する課題意識 

アンケート結果からは、『教科指導（国語・算数、数学・社会・理科等）』の質問紙では、223名（73.1％）

が「課題を感じている」、73名（23.9％）が「やや課題を感じる」と回答しており、９割以上の教師が課

題意識をもっていることが分かった。また、教師が指導するにあたり、授業づくりのプロセスのどの段

階で課題が生じているのかを明らかにするため、教科指導の中の国語科を取り上げ「実態把握」「目標の

設定」「内容の設定」「評価」「評価をふまえて改善すること」の授業づくりの５項目を設け、それぞれの

課題意識について質問した。その結果、「目標の設定」と「内容の設定」が、他の項目より僅かに課題意

識が高いのみであり、概略すれば５項目において、大きな差がないことが明らかになった（図２）。この

結果を踏まえ、授業づくりのプロセスは、それぞれの段階が独立して機能するものではなく、一体とな

って機能するものであると

考えられることから、授業

づくりにおける課題は、プ

ロセス全体にあると推察さ

れた。 

 

（２）重度知的障害のある児童生徒における特別支援学校学習指導要領と学習評価 

自由記述回答の分析は、ユーザーローカル テキストマイニングツール7を用いて行った。「目標」「内

容」と関係の深い単語として「指導要領」が挙げられた。そこで、特別支援学校学習指導要領について

の自由記述を詳しく見ていくと、児童生徒の実態に特別支援学校学習指導要領に示される内容がそぐわ

ないと考えている教師が多いことが分かった（表１）。 

また、クロス集計を行った結果、「学習指導要領に基づいた授業づくりをしている」かどうかの質問紙

において、「④あてはまる」と回答した教師の方が、その他の回答をした教師よりも「重度知的障害のあ

る児童生徒への国語科について」の課題意識を問う質問に対し「④課題を感じる」と多く答えている（図

３）。 

 

 

 

 

 

 

自由記述の分析結果から、特別支援学校学習指導要領は、重度知的障害のある児童生徒への教科指導

にそぐわないという意識が教師にあることが明らかになった。 

しかしながら、徳永（2021）は「小学部の国語の１段階であれば『教師の読み聞かせに表情や身ぶり

で応じる』『身近な人から話しかけられた状況を受け止め、関心をもって話し手を見る』など、算数の１

                                                   
7 ユーザーローカル テキストマイニングツール（https://textmining.userlocal.jp） 
 

学習指導要領に記載されている（あるいは想定されている）内容は、重度の知的障害のある児童生徒の実態や、その

ライフプランにあまり即していない、と感じられる。 

指導要領から目標設定するのが難しい児童でも、指導要領を順守しなければならないもどかしさ。 

国語科の指導も含まれますが、学習指導要領の内容をどのように重度重複障害の児童生徒に落とし込んでいくのか、

いつも難しいなと感じています。 

図２ 国語科の授業づくりのプロセス５項目に対する課題意識 

表 1 自由記述における「指導要領」を含んだ回答の一部 

n=305  

図３ 学習指導要領の活用の程度と重度知的障害のある児童生徒への国語科の課題意識のクロス集計    

国語科について 

学習指導要領に 

基づいた 

授業づくりを 

している。 

n=305 
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段階であれば『物に気づく、あるないがわかる』『ものに手を伸ばす、かむ』など発達初期の行動も教科

の目標や内容に含まれている8」として、どの段階の児童生徒であっても、教科の指導に特別支援学校学

習指導要領を活用できるとしている。 

このように、教師の意識と先行研究における指摘には、大きな乖離が見られている。その要因の一つ

としては、特別支援学校学習指導要領の内容に基づく指導と、児童生徒の評価から授業改善をしていく

過程に課題があるのではないかと考えられた。また、「重度知的障害のある児童生徒への教科指導に関

するアンケート」の自由記述の分析結果からは、知的障害の程度が重度で表出が少ない児童生徒への教

科指導について、多くの教師が評価の難しさを感じていることが分かった。武富（2015）は、全国の特

別支援学校（知的障害）582校を対象に「学習評価に関する取組」についてアンケート調査を実施してお

り、「ＰＤＣＡサイクルのＣ（チェック）やＡ（アクション）という大変重要な局面を担う「学習評価」

の研究やその活用が、十分に行われているとは言い難い9」と言及している。 

 以上のことから、重度知的障害のある児童生徒への教科指導にあたっては、授業づくりのプロセスの

評価に着目して実践し、その効果を明らかにすることで、特別支援学校学習指導要領に基づく資質・能

力を育てる教科指導の具体的な方法を示すことができるのではないかと考えた。 

 

３ 研究の方向性 

（１）授業づくりのプロセス 

松見（2015）らは、観点別学習状況の評価の観点とそれに基づく評価規準を設定することで、「より分

析的な学習評価を可能にし、目標に準拠した評価につなげていること」について述べている。さらに、

学習評価の実施を工夫することに意義としては、「活動そのものではなく、何のためにやるのかという

必然性や背景を大切にした指導計画を作成すること」を可能にするとして、「指導と評価の一体化を進

める上で重要な要素」と指摘している10。 

国立教育政策研究所（2020）によれば、学習評価の実施と指導と評価の一体化の関連については、「学

習指導要領においては、資質・能力の三つの柱に基づく構造化が行わ

れ」たとし、「基本的には、学習指導要領に示す各教科等の「第２ 各

学年（分野）の目標及び内容」の「２ 内容」において、「内容のまと

まり」ごとに育成を目指す資質・能力が示されている。このため、「２ 

内容」の記載はそのまま学習指導の目標になりうるものである11」と

記されている。 

上記の点を踏まえ、本研究では、特別支援学校学習指導要領の「２ 

内容」の記載から、重度知的障害のある児童生徒の育成を目指す資質・

能力を定め単元目標を設定することにした。加えて、単元目標に迫る

ため具体的な行動で観察できる「達成目標」を設定し、観点別学習状

況の評価を行うことで、指導と評価を一体化させ、児童生徒の資質・

能力を伸長させる授業を行うことができると考えた（図４）。 

                                                   
8 「S スケール情報提供サイト」https://www.keio-up.co.jp/kup/gakutatsufaq/ （参照日 2021年 8月 28日） 
9 尾崎祐三・松見和樹・武富博文 他「知的障害教育における組織的・体系的な学習評価の推進を促す方策に関する研究

―特別支援学校（知的障害）の実践事例を踏まえた検討を通じて―」 2015年 pp.192-193 
10 尾崎祐三・松見和樹・武富博文 他 同上 p.229 

11 国立教育政策研究所『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 小学校国語』2020年 pp.14-15 
 

図４ 本研究における授業づくりのプロセス 
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（２）重度知的障害のある児童生徒の国語科の指導 

特別支援学校学習指導要領解説各教科等編では、「言葉は，児童生徒の学習活動を支える重要な役割

を果たすものであり，全ての教科等における資質・能力の育成や学習の基盤となるものである12」とし

ている。これを受け本研究では、教科指導の一実践として、言葉を直接の学習対象とする国語科を扱い、

重度知的障害のある児童生徒の資質・能力を伸長させる授業づくりに取り組むこととした。 

①言葉の前段階の指導 

特別支援学校学習指導要領では、小学部国語科の目標を「言葉による見方・考え方を働かせ，言語活

動を通して，国語で理解し表現する資質・能力を次のとおり育成することを目指す」と定めている。特

別支援学校学習指導要領解説各教科等編では、国語で理解し表現する資質・能力について「障害の程度

や発達の状態等により，話し言葉を獲得すること自体が国語科の主な学習内容になる場合がある。この

ような場合においても，日常生活に関連のある話し言葉の意味や表す内容を理解したり，相手に伝えた

い内容や事柄を言葉を使って表現したり，そのために必要な言葉の使い方を理解し使うといった資質・

能力を育むことを目標としている13」と解説している。 

是枝（2020）は、「特別支援学校（知的障害）に在籍する児童生徒の中には、言語領域の発達が未分化

で、言葉の指導に入る前の段階に位置する者も少なくない」とし「言葉の前段階の指導内容を充実させ

ていくこと14」を「国語科の授業づくりのポイント」として挙げている。特別支援学校学習指導要領解説 

各教科等編においても言葉の前段階といえる内容も解説の中で示されており、例えば小学部１段階の内

容では、「教師が話し掛ける場面の状況や絵本の挿絵などを手掛かりに，内容を大まかに把握し，応答す

ること15」や「写真から楽しいと思ったことを一つ選ぶなど，手掛かりを用いて思い浮かべ，指さしで伝

えたり話したりすること16」などの記載がある。以上のことから、本研究では、言葉の前段階の指導とし

て絵や写真を用いた教師とのやりとりを必要に応じて取り入れることで、児童生徒の国語で理解し表現

する資質・能力の育成を目指すこととした。 

 

②言葉による見方・考え方 

特別支援学校学習指導要領解説総則編では、各教科等の「見

方・考え方」について「各教科等を学ぶ本質的な意義の中核

をなすものであり，教科等の学習と社会をつなぐものである

ことから，児童生徒が学習や人生において『見方・考え方』

を自在に働かせることができるようにすることにこそ，教師

の専門性が発揮されることが求められる17」と記載されてい

る。 

国語科においては、児童生徒が言葉による見方・考え方を働かせることが求められている。言葉によ

る見方・考え方を働かせるとは「学習の中で，対象と言葉，言葉と言葉との関係を，言葉の意味，働き，

使い方等に着目して捉えたり問い直したりして，言葉への自覚を高めることであると考えられる18」と

                                                   
12 文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説各教科等編（小学部・中学部）』p.76 
13 文部科学省 同上 p.79 
14 是枝喜代治『特別支援学校新学習指導要領・授業アシスト 資質・能力を育む 国語』2020年 p.11 
15 文部科学省 同上 p.85 
16 文部科学省 同上 p.85 
17 文部科学省『特別支援学校教育要領・学習指導要領解説総則編（幼稚部・小学部・中学部）』p.8 
18 文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説各教科等編（小学部・中学部）』p.79 

おいしい 
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図５ 言葉のマップの例の一部 
（Google jamboard にて作成後、掲載のため加工）と凡例 
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されている。この点を踏まえ、本研究では、重度知的障害のある児童生徒が「対象と言葉の関係を言葉

の意味に着目して捉えること」が、言葉による見方・考え方を働かせることにつながると捉えた。 

しかしながら、検証授業に実施した際に、授業で扱った言葉が児童生徒の実態にそぐわないという課

題が挙げられた。そのため、本研究では、教師が児童生徒を見立てる中で、児童生徒の言葉の理解や興

味・関心を「言葉のマップ」（図５）として可視化し、第２回検証授業から活用をした。この言葉のマッ

プを活用することの意義としては、児童生徒の興味・関心がある事物と言葉をつなげる活動や、聞いて

分かる言葉を取り入れた活動などを単元の中で計画することで、児童生徒が言葉による見方・考え方を

働かせ言葉への関心の高まりが期待されることから、言葉のマップの変化も同時に検証していくことと

した。 

 

４ 研究主題  

本研究では、特別支援学校学習指導要領に基づき、具体的な目標設定による評価、授業改善を行うこ

とで授業づくりのプロセスにおけるＰＤＣＡサイクルが機能し、重度知的障害のある児童生徒の資質・

能力を伸長させることができるという仮説を設定した。また、授業づくりの一実践として国語科を扱い、

言葉による見方・考え方を働かせることを通して、重度知的障害のある児童生徒の言葉への関心を高め

る授業を行うこととした。 

以上のことから、研究主題を下記のように設定した。 

 

Ⅱ 研究の内容 
１ 研究の対象 

本研究では、対象を市内の特別支援学校に在籍する重度知的障害のある児童生徒２名とした（表２）。

表に示した事例で授業づくりのプロセスに基づき実践を行い、児童生徒の変容を検証することとした。 

 

２ 研究の方法 

（１）授業づくりのプロセスについて 

①目標の設定について 

特別支援学校学習指導要領解説19に示される「各教科の目標設定に至る手続きの例（表３）」のａ・

ｂに従い、対象児童生徒の学習状況を把握し、目標設定を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
19 文部科学省『特別支援学校教育要領・学習指導要領解説総則編（幼稚部・小学部・中学部）』p.335 
 

重度知的障害のある児童生徒への教科指導における授業づくりのプロセス 

―言葉への関心を高める国語科の実践を通して― 

各教科の目標設定に至る手続きの例 

 各教科の教育の内容は，児童生徒の発達の段階等に即して選定されたものが配列されており，それらを順に教育することとなって
いる。 
ａ 小学校学習指導要領又は中学校学習指導要領の第２章各教科に示されている目標に照らし，児童生徒の学習状況が何学年相当か

把握する。 
・ 当該学年の各教科の目標について 
・ 当該学年より前の各学年の各教科の目標について 

・ 中学部より前の各学部の各教科の目標及びねらいについて 
ｂ 上記ａの学習が困難又は不可能な場合，特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の第２章第１節第２款の第１及び第２節第２
款の第１に示されている知的障害者である児童生徒を教育する特別支援学校小学部及び中学部の各教科の目標に照らし，児童生徒

の学習状況が何段階相当か把握する。 
ｃ 上記ａ又はｂを踏まえ，小学部又は中学部卒業までに育成を目指す資質・能力を検討し，在学期間に提供すべき教育の内容を十
分見極める。 

ｄ 各教科の目標及び内容の系統性を踏まえ，教育課程を編成する。育課程の編成 

表２ 研究対象の児童生徒 

事例 学部 学年 
主な時間 

（時間割上の表記） 

①Ａさん 小学部 １年生 国語（課題別学習） 

②Ｂさん 中学部 ２年生 国語（課題別学習） 

 

表３ 各教科の目標設定に至る手続きの例 
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教科指導場面の実態とこれまでの個別指導計画の内容、太田ステージ評価20から対象児童生徒は特別

支援学校小学部の１段階及び２段階相当と捉えた21。 

 単元目標の設定にあたり、〔知識及び技能〕〔思考力、判断力、表現力等〕については、特別支援学校

学習指導要領「２各段階の目標及び内容の（２）内容」より定めた。〔学びに向かう力、人間性等〕に関

して、国語科の内容には〔学びに向かう力、人間性〕に係る指導事項が示されていないため、「２ 各段

階の目標及び内容の（１）段階の目標」を参考に作成することとした（表４）。 

 

 

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、人間性等 

 

 

 

  

 

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、人間性等 

 

 

  

武富（2015）は観点別学習状況の評価について、情意的な側面や精神活動の側面（心理的）を評価の

対象にしていることから客観的な判断の難しさを指摘されることも多い」とした上で、「心理的な側面

について比較的抽象的な目標として立てた目標であっても、評価規準の作成にあたっては具体的な行動

として観察できるような規準を設定するなどの工夫が必要である22」と述べている。重度知的障害のあ

る児童生徒の授業づくりにおいては、評価の見取りにくさを課題として挙げることができる。本研究で

は、特別支援学校学習指導要領より設定した単元目標をもとに、児童生徒の実態を加味し、具体的行動

として観察できる達成目標を設定し、単元の中で複数時

間繰り返し取り組むことで単元目標に迫ることにした。 

②評価について 

特別支援学校学習指導要領解説には「児童生徒一人一

人の学習状況を多角的に評価するため，各教科の目標に

準拠した評価の観点による学習評価を行うことが重要

23」と学習評価について示されている。松見・尾崎（2015）

は知的障害教育における学習評価のＰＤＣＡサイクル

の説明の中で、評価を以下の三つに整理している（図

６）。「学習状況の評価」は、児童生徒の学習状況を分析

的に捉える観点別学習状況の評価を実施するなど、児童

                                                   
20 ピアジェの理論を参考に太田昌隆らが考案した言語の理解を切り口にし、シンボル機能（言葉から事物を想起するこ

と）や認知の発達を把握する検査。 
21 「障害の状態により特に必要がある場合」として、中学部・高等部の生徒に対し小学部の各教科の目標及び内容を指

導することができると規定されている。 
22 尾崎祐三・松見和樹・武富博文 他「知的障害教育における組織的・体系的な学習評価の推進を促す方策に関する研

究―特別支援学校（知的障害）の実践事例を踏まえた検討を通じて―」 2015年 p.237 
23 文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説各教科等編（小学部・中学部）』p.35 

特別支援学校学習指導要領 

２ 各段階の目標及び内容の 

（２）内容 より。 

特別支援学校学習指導要領 

２ 各段階の目標及び内容の 

（２）内容 より。 

特別支援学校学習指導要領 

２ 各段階の目標及び内容の

（１）段階の目標 を参考に

作成する。 

達成目標 

児童生徒の実態を加味し、単元目標に迫るための目標を設定する。 

表４ 単元目標から達成目標を設定する考え方 

図６ 評価の整理松見・尾崎（2015）を参考に作成 

単元目標 

観点別学習状況の評価 
（４観点に基づく分析的な評価） 

個々の児童生徒 
の総括的評価 

（単元・学期・年間） 

目標に準拠した評価の実施（絶対評価） 

〇単元計画の評価 

〇年間指導計画の評価 

〇個別の指導計画の評価 

〇教育課程の評価 

〇授業構成 
 
〇教師による支援 
 
〇授業目標の妥当性 

〇「関心・意欲・態度」 
〇「思考・判断・表現」 
〇「技能」 
〇「知識・理解」 

個人内評価 

単元の総括的な評価 

学習状況の評価 

指導の評価 

授業の評価 
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生徒の学習状況を捉える評価である。「授業の評価」は、児童生徒の学習状況の評価から、授業や教師の

指導に関わる評価である。「指導の評価」は、授業構成や支援、授業目標の妥当性などの集積から単元計

画などの指導計画を評価するものである。また、松見・尾崎は、この三つの評価に関連し「授業研究で

は、教師側の支援や授業の構成など、『指導の評価』に偏る傾向があるが、あわせて、子どもの学習の状

況を見取る観点をもって授業を評価していくことも重要である」として、「学習状況の評価」を核として

授業改善を行う重要性を説明している。 

これを受けて本研究では、表５にある方法でそれぞれの評価を行うこととした。その中で、具体的な

達成目標に対し、観点別学習状況の評価による学習状況の評価を行うことを第一とし、そこから授業の

評価や指導の評価へとつなげていくこととした。 

 

 

 

 

③改善について 

 授業改善は、学習状況の評価、授業の評価、指導の評価の三つの評価を経て、明らかになった課題や

改善点をもとに行った。特に、単元の目標や本時の目標が妥当であったかについては、観点別評価を含

む児童生徒の学習状況の評価から検討をしていくこととした。 

 

３ 研究の実際 

（１）小学部 Ａさんの事例 

①Ａさんについての基本情報と国語科の実態 

・小学部１年生・女 

・自閉症スペクトラム 

・太田ステージ stageⅠ-３（シンボル機能が認められない段階） 

・言葉を使って伝えようとすることはまだないが、身近な人の手をとって思いを伝えようとする場面が

多い。小学部に入学してから、休み時間などに遊びたい気持ちをカードで伝える経験をしている。 

・教師の話を言葉だけで伝えると分かりにくい様子が見られる。言葉と一緒に具体物も提示して言葉を

伝えると理解できている様子が見られる。 

・文字よりも写真カードに興味をもっていて、提示された写真カードに注目することができる。 

・図工で描く活動などを通して筆やペンなどに親しんでいる段階である。 

②言葉による見方・考え方（言葉のマップ） 

 気分がいい時に好きな「アンパンマン」と発声するこ

とがあるが、事物とのつながりは希薄で言葉のリズムを

楽しんでいる様子である。休み時間に行っている「バラ

ンスボール」や「タブレット（iPad）」については、言葉

とは結びついておらず、教師の手を引くなどして要求を

伝えている。「パン」も大好きだが、言葉として意識して

いる様子は見られない。 

 

 

 学習状況の評価 授業の評価 指導の評価 

方法 
・ビデオ分析 
（逐語記録・連続記録） 
・観点別学習評価 

・ビデオ分析 
（逐語記録・連続記録） 
・授業記録シート 

・単元計画、 
年間指導計画の見直し 

・授業者振り返りシート 

対象 児童生徒 児童生徒・授業者 授業者 

表５ 本研究における評価の方法 

凡例 

図７ Ａさんの言葉のマップの一部 

言える 

独自な 

言い方 

サイン 

や 

カード 

聞いて 

分かる 

興味・ 

関心が 

ある 

知って 

ほしい 
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③個別の指導計画の目標（国語科） 

 ・教師の言葉を聞きながら、絵カードをマッチングすることができる。 

④単元について 

ア．単元名「どっち？」 

イ．単元目標 

ウ．題材設定の理由 

 Ａさんは、休み時間にバランスボールで教師と遊びたい時にボールを持ってきたり、教師の手を取っ

たりすることで伝えようとすることがある。また、外で遊びたい時には教室から退出するなど言葉では

なく行動で伝えようとする。本単元は、言葉の前段階として自分なりの方法で相手に伝えようとする力

を養うために、教師と一緒に言葉に触れながら自分の思いを表現する方法を知り、使おうとすることを

目指して設定した。 

エ．単元計画 

次 授業名 内容 時間 
評価 

知・技 思・判・表 主体的… 

１ 冷たい？温かい？ 教師の言葉かけを聞きながら、温か
いお湯と冷たい水を触ることで、言
葉のイメージに触れる。 

２時間 
【検証授業①】 
 

〇 〇  

２ どっち？＿① 
（言葉に触れよう） 

教師とのやりとりを通して、身近な
具体物とその具体物の名前を知る。 

４時間 
【検証授業②】 

〇 〇  

３ どっち？② 
（課題を選ぼう） 

次に取り組みたい課題を選んで、そ
の思いを自分なりの方法で教師に伝
える。 

４時間 
【検証授業③】  〇 〇 

（２）小学部第１回検証授業について 

①目標の設定と目標に迫るための活動 

 第１回検証授業においては、特に〔知識及び技能〕と〔思考力、判断力、表現力等〕について取り組

むこととした。 

 

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、人間性等 

言葉のもつ音やリズムに触れた

り、言葉が表す事物やイメージに

触れたりする。 

身近な人からの話し掛けに注目し

たり、応じて答えたりする。 

相手に伝える良さを感じて、自分な

りの方法で相手に伝えようとする。    

 

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、人間性等 

教師の「冷たい」「温かい」の言葉を

聞くことができる。 

教師の「冷たい」「温かい」の言葉を

聞いて、具体物に触ることができ

る。 

取り組みたいことを伝えることで、

自分で選択した課題に集中して取

り組むことができる。 

 

学習活動 児童の活動□ 支援〇 留意点・ 評価 

・冷たい？温かい？ 

 

 

□冷たいもの（保冷剤・水）と温かいもの（カ

イロ・お湯）に触れる。 

〇児童が手を伸ばして触れる時に、「冷たいね」

「温かいね」と言葉かけを行う。 

・保冷剤とカイロで試す。感触の苦手さで触る

ことができないことも考えられるので、水と

お湯も用意しておく。 

〔知識・技能〕 

・教師の「冷たい」「温かい」の言葉を聞

いている。 

〔思考・判断・表現〕 

・教師の「冷たい」「温かい」の言葉を聞

いて、具体物を触っている。 

 

単元目標 

達成目標 

（本次では取り扱わない） 

・言葉のもつ音やリズムに触れたり、言葉が表す事物やイメージに触れたりする。   小学部１段階〔知識及び技能〕 

・身近な人からの話し掛けに注目したり、応じて答えたりする。     小学部１段階〔思考力、判断力、表現力等〕 

・相手に伝える良さを感じて、自分なりの方法で相手に伝えようとする。  小学部１段階〔学びに向かう力、人間性等〕 



- 114 - 

 

②評価 

水とお湯を教師が机上に用意すると、自分か

ら水の容器に手を入れていた。教師に促される

とお湯の容器にも手を入れたが、容器を傾けて

湯を少しこぼした。水にまた手を戻し「いぇいぇ

い」と声が出た。 

学習状況の評価として観点別評価を行った。

授業者の記録した「授業記録シート（表６）」の

記述からも分かるように、それぞれの観点の目標が達成できているのか否かを見取ることが難しかった。

〔知識及び技能〕の目標では、教師の言葉かけを児童が聞いたのかどうかが見取れなかった。〔思考力、

表現力、判断力等〕では、言葉を聞くことと、その後の行動の因果関係を見取ることができなかった。 

以上の学習状況の評価をもとに、授業の評価として、題材とした「冷たい」「温かい」の言葉の妥当性

についても検討が必要と考えた。また、指導の評価として、単元目標に迫るための単元計画についての

見直しを行う必要があると考えた。 

③改善 

児童の学習状況の評価を見取ることが難しかったため、達成目標をより具体化させることとした。 

また、児童の様子から、「冷たい」「温かい」のように、目に見えない概念のイメージの前に、目に見

える具体物の名前のイメージをもつことが優先されると考えた。特別支援学校学習指導要領解説には

「２段階の指導においては、徐々に場面や状況に応じて，事物の名前だけでなく，動詞や形容詞を加え

て，教師が話しかけるなど，児童が聞いたり，使ったりする言葉を自然に増やしていくこと24」と２段階

の内容として形容詞が挙げられている。そのため、「冷たい」「温かい」の言葉は小学部２段階で扱う内

容だと捉え直した。加えて、水とお湯を触る活動では、言葉のイメージを教師が伝える形であったが、

児童が言葉を伝えたいと思うような活動が有効ではないかと考えた。 

これらのことから、児童生徒の現在の言葉の理解や興味関心、また生活に関わりの深い言葉を把握し

学習活動に取り入れていくことで、児童生徒が言葉による見方・考え方を働かせる授業を行うことがで

きるのではないかと考えた。そのため、第２回検証授業から前述の「言葉のマップ」を作成・活用し、

授業実践を行うこととした。 

 改善した項目 

〇単元目標の変更 

  〔思考力、判断力、表現力等〕の目標を、「伝えたいことを思い浮かべ、身振りや音声などで表す」に変更した。 

〇達成目標の具体化 

   ・教師の言葉を聞き、それに応じて具体物を差し出す。                   〔知識及び技能〕 

・教師の問いかけや場面の状況に応じて、カードを差し出すことで要求を伝えることができる。 

   〔思考力、判断力、表現力等〕 

 

（３）小学部第２回検証授業について 

①目標の設定と目標に迫るための活動 

第２回検証授業においても、引き続き〔知識及び技能〕と〔思考力、判断力、表現力等〕を中心に取

り組むこととした。 

 

                                                   
24 文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説各教科等編（小学部・中学部）』p.35 

達成目標 

知識及び技能 
思考力、判断力、 

表現力等 

学びに向かう力、 

人間性等 

教師の「冷たい」「温

かい」の言葉を聞く
ことができる。 

教師の「冷たい」「温
かい」の言葉を聞き
ながら、水やお湯に

触ることができる。 

 

 
本時の記録 

知識・技能 思考・判断・表現 
主体的に 

学習に取り組む態度 

教師の言葉を聞いて

いるか、分からない。 

水やお湯に触ること

はできていた。 
 

表６ 第１回授業記録シート（一部抜粋） 
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知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、人間性等 

言葉のもつ音やリズムに触れた

り、言葉が表す事物やイメージに

触れたりする。 

伝えたいことを思い浮かべ、身振り

や音声などで表す。 

相手に伝える良さを感じて、自分な

りの方法で相手に伝えようとする。 

 

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、人間性等 

教師の言葉を聞き、それに応じて机

上の具体物を差し出す。 

教師の問いかけや場面の状況に応

じて、カードを差し出すことで要求

を伝える。 

取り組みたいことを伝えることで、

自分で選択した課題に集中して取

り組むことができる。 

 

学習活動 児童の活動□ 支援〇 留意点・ 評価 

どっち① 

 

 

□容器の中の模型を「ください」と伝えるため

に、カードを教師に手渡す。 

〇必要に応じてカードを目につきやすいとこ

ろに置く。 

□模型で教師とやりとりを行う、。 

□「●●ください」の言葉を聞いて、机上の模

型を教師に差し出す。 

〇事前に児童が具体物を触っている時に「●●

だね」と言葉をかける。 

〔思考・判断・表現〕 

・教師の問いかけや場面の状況に応じ

て、カードを差し出すことで要求を伝

えている。 

〔知識・技能〕 

・教師の言葉を聞き、それに応じて机上

の具体物を差し出している。 

 

②評価 

特別支援学校学習指導要領解説各教科等編に

おいて、「言葉が表す事物やイメージに触れたり

する」ことについて、実際の事物などを見たり、

触ったりして実感を持たせながら、言葉と事物と

を結び付けていくことの重要性が示されている。

本次の活動は、これに基づき、大好きなパンの模

型と、りんごやぶどう、目玉焼きなどの食べ物の

模型で教師とやり取りを行った。その後、教師が

「パンください」の言葉かけをすると、目玉焼き

の模型を教師に差し出した。具体物の名前は確実ではないが、教師の言葉を聞き、それに応じて机上の

具体物を差し出すというやりとりを行うことができた。〔思考力、判断力、表現力等〕の目標「教師の問

いかけや場面の状況に応じて、カードを差し出すことで要求を伝えることができる」については、模型

の入っている容器を開けてほしいと教師に要求する際に、カードを差し出すことができた。 

指導の評価として、好きなパンだからこそ教師の「ください」に対して、差し出すことを躊躇したの

ではという意見が出た。 

③改善 

２次の評価を受けて３次では、Ａさんが自分なりの方法で相手に伝えようとするという力を養うため、

取り組みたい活動を自分で選択し、カードで教師に伝えるという活動を設定した。それに伴い、下記の

ように達成目標の変更を行った。 

 改善した項目  

〇達成目標の変更 
・次に取り組みたい活動を自分で決めて、カードで相手に伝えることができる。 

〔思考力、判断力、表現力等〕 

 

単元目標 

達成目標 

（本次では取り扱わない） 

知識及び技能等
思考力、判断力、

表現力等

学びに向かう力、

人間性

知識及び技能等
思考力、判断力、

表現力等

学びに向かう力、

人間性

教員の「冷たい」「温か

い」の言葉を聞くことが

できる。

教員の「冷たい」「温か

い」の言葉を聞いて、具

体物を触ることができ

る。

教員の言葉を聞いて、自

分から具体物に手を伸ば

す。

次 時 月 日

知・技 思・判・表 主体的に学習に…

1 2 7 9 聞いているか？
水やお湯を触ることはで

きた

自分から容器に手を伸ば

すことができた。

単元の目標

本時の目標

本時の評価

達成目標 

知識及び技能 
思考力、判断力、 

表現力等 

学びに向かう力、 

人間性等 

教師の言葉を聞き、
それに応じて机上の

具体物を差し出す。 

教師の言葉や場面の

状況に応じて、カー
ドを差し出すことで
要求を伝える。 

 

 
本時の記録 

知識・技能 思考・判断・表現 
主体的に 

学習に取り組む態度 

「パンください」の

言葉かけに目玉焼き
の模型を差し出し
て、やりとりをした。 

授業中、４回カード
でパンを要求した。
1 回は置いてあるカ

ードを自分から差し
出した。 

 

 

表７ 第２回授業記録シート（一部抜粋） 
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（４）小学部第３回検証授業について 

①目標の設定と目標に迫るための活動 

 第３回検証授業においては、特に〔思考力、判断力、表現力等〕〔学びに向かう力、人間性等〕につい

て取り組むこととした。 

 

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、人間性等 

言葉のもつ音やリズムに触れた

り、言葉が表す事物やイメージに

触れたりする。 

伝えたいことを思い浮かべ、身振り

や音声などで表す。 

相手に伝える良さを感じて、自分な

りの方法で相手に伝えようとする。 

 

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、人間性等 

教師の言葉を聞き、それに応じて具

体物を差し出す。 

次に取り組みたい活動を自分で決

めて、カードで相手に伝える。 

取り組みたいことを伝えることで、

自分で選択した課題に意欲的に取

り組む。 
 

学習活動 児童の活動□ 支援〇 留意点・ 評価 

どっち② 

 

 

 

□二つの課題から、次に取り組む課題を写真カ

ードで教師に伝える。 

・本人の取り組みたい活動であったのかを見取

るために、課題の実物を提示して再度選択す

る活動を用意する。 

〇目の前に二つの課題を提示して選択しやす

いようにする。 

〇「どっち」という言葉で選択を促す。 

〔思考・判断・表現〕 

・次に取り組みたい活動を自分で決め

て、カードで相手に伝えている。 

〔主体的に学習に取り組む態度〕 

・取り組みたいことを伝えることで、自

分で選択した課題に意欲的に取り組

んでいる。 

②評価 

自分の取り組みたい課題を２枚の写真カード

から選んで教師に伝える活動をした。選んだ写真

カードが本当に本人の取り組みたい活動であっ

たのかを見取るために、写真カードでの選択の後

に、写真に写された課題の実物を提示して再度選

択をする活動を行った。写真カードで選んだ課題

を、その後の実物でも選んでいることから、「次に

取り組みたい活動を自分で決めて、カードで相手

に伝えることができる」という達成目標を達成し

たと見取った。また、自分が選んだ課題に最後ま

で取り組んでいた。ここから「取り組みたいことを伝えることで、自分で選択した課題に意欲的に取り

組むことができる」という目標も達成したと捉えた。 

③単元を通しての評価 

 

 

 

 

 

 

 

単元目標 

達成目標 

（本次では取り扱わない） 

達成目標 

知識及び技能 
思考力、判断力、 

表現力等 

学びに向かう力、 

人間性等 

 

次に取り組みたい
活動を自分で決め
て、カードで相手

に伝える。 

取り組みたいことを
伝えることで、選択し

た課題に意欲的に取
り組む。 

 
本時の記録 

知識・技能 思考・判断・表現 
主体的に 

学習に取り組む態度 

 

２枚から１枚写真

カードを選択する
ことができた。後
半になると２枚と

もを指さすことが
増えてきた。 

いつもと違う課題を
選択することが多か

ったが、選択した課題
に最後まで取り組む
ことができた。 

単元目標 

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、人間性等 

言葉のもつ音やリズムに触れたり、
言葉が表す事物やイメージに触れた
りする。 

伝えたいことを思い浮かべ、身振り
や音声などで表す。 

相手に伝える良さを感じて、自分な
りの方法で相手に伝えようとする。 

 

単元を通しての評価 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

やりとりをしながらパンや果物の模型
を触ったり、手渡したりする活動を通し

て言葉が表す事物やイメージに触れた。
授業時間外にパンの模型を指さして「パ
ン」と表出する姿が見られるなど、言葉へ

の興味が高まっている様子が見られた。 

好きな課題を含めた二択から選ぶ活動
を通して、伝えたいことを思い浮かべ、写

真カードで表すことができた。 

写真カードを手渡すことで相手に要求
を伝えることができた。興味・関心のある
物事や遊びを通して、やりとりをする心

地良さや伝える良さを感じることができ
た。 

 

表８ 第３回授業記録シート（一部抜粋） 
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（５）中学部 Ｂさんの事例 

①Ｂさんについての基本情報と国語科の実態 

・特別支援学校中学部２年生・男 

・自閉症スペクトラム 

・太田ステージ stageⅡ（シンボル機能の芽生えの段階） 

・名前を呼ばれたことに気づいて返事をしたり、「〇〇行きます」の言葉かけに反応を見せたりする。特

定の物ならば「〇〇はどれ？」の質問を聞いて、絵から該当する物を選ぶことができる。 

・促されることで「トイレ行きます」「〇〇下さい」等、特定の要求を伝えることができる。 

・文字への興味はあまりないが、文字のマッチングは数回練習するとできる。自分の名前を一文字ずつ

指さしながら発音する学習を行っている。 

・直線や曲線のなぞりの練習をしている。手添えで教師と一緒に行っている。  

②言葉による見方・考え方（言葉のマップ） 

教師に促されることで、言うことができる言葉は多いが、

自分から使える言葉は少ない。休み時間に見たり、触れた

りしている「ほん」や「せんぷうき」「ぺん」などは、言葉

と結びついていない様子が見られる。要求は「はやはやは

や」という独自の言い方で伝えることがあるが、直接取る、

他者の手を引くなどの行動に出ることも多い。 

③個別の指導計画の目標（国語科） 

・言葉を聞いて、該当する物の絵や写真を選び取ることができる。 

④単元について 

ア．単元名「好きなもの伝えよう」 

イ．単元目標 

ウ．題材設定の理由 

トイレに行く際や身体を掻いて欲しい時等、教師に自分なりの表現で伝えようとしているが、限ら

れた場面に留まっている。また興味のある物を取ってほしいと教師に要求する場面では「はやはやは

や」という独自な言い方で伝えている。これらを受けて、具体物とそれを表す写真や言葉との関係を

理解する力を伸ばすと共に、要求を表す言葉の作用への意味理解を深めることで、言葉による見方・

考え方を働かせながら、主体的に人とやりとりする姿へ繋げたいと考え、本単元を設定した。 

エ．単元計画 

次 授業名 内容 時間 
評価 

知・技 思・判・表 主体的… 

１ あらわし方を知ろ
う 

興味のある活動を教師と行いなが
ら、活動に使う道具とそれを表す名
称を知る。 

３時間 
【検証授業①】 
 

〇  〇 

２ 一緒のはどれ？ 教師が提示した具体物を見たり、名
称を聞いたりして、それを表す写真
カードを選ぶ。 

６時間 
【検証授業②】 〇  〇 

３ 伝えてみよう 教師の「何がしたい」の問いかけを
聞き、やりたい活動を選び、写真カ
ードや言葉で伝える。 

６時間 
【検証授業③】  〇 〇 

凡例 

図８ Ｂさんの言葉のマップの一部 

言える 

独自な 

言い方 

サイン 

や 

カード 

聞いて 

分かる 

興味・ 

関心が 

ある 

知って 

ほしい 

・身近な人の話し掛けや会話などの話し言葉に慣れ、言葉が、気持ちや要求を表していることを感じる。 
                          小学部２段階〔知識及び技能〕 

・身近な人からの話に慣れ、簡単な事柄と語句を結び付けたり、語句などから事柄を思い浮かべたりする。 
                   小学部２段階〔思考力、判断力、表現力等〕 

・言葉でのやりとりの中で、聞いたり伝えたりしようとする。     小学部２段階〔学びに向かう力、人間性等〕 
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（６）中学部第１回検証授業について 

①目標の設定と目標に迫るための活動 

第１回検証授業においては、特に〔知識及び技能〕〔学びに向かう力、人間性等〕について取り組むこ

ととした。 

 

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、人間性等 

身近な人の話し掛けや会話などの

話し言葉に慣れ、言葉が気持ちや

要求を表していることを感じる。 

簡単な事柄と語句を結び付けたり、

語句などから事柄を思い浮かべた

りする。 

言葉でのやり取りを聞いたり伝え

たりしようとする。 

 

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、人間性等 

教師の言葉に続いて、言葉で要求を

伝える。 

 教師の言葉に注意を向けて、やりと

りに応じようとする。 

 

 

 

 

 

②評価 

言葉が出ない時に、教師が最初の音を伝えて

も物の名前を言うことはできなかった。教師が

「ペン」や「扇風機」などと言うと、そのあと

に続いて名前を言うことができていた。名前を

言うことで、その具体物に触れることができ、

ペンをはじいて遊んだり、扇風機の風を頬に受

けて笑顔になったりする様子が見られた。授業

の評価として、生徒が受け身になっているとい

うことが挙げられた。指導の評価として、単元計画を見直しが必要だと考えられた。 

③改善 

 「教師の言葉に続いて、言葉で要求を伝える」という達成目標は達成されていたが、生徒が受け身に

なっていることが授業の評価から課題として挙がった。特別支援学校学習指導要領解説 教科等編には

「言葉が気持ちや要求を表していることを感じること」の解説として「言葉を用いることで，自分が感

じた気持ちや要求などが相手に伝わることを感じること25」と示されている。そのため、言葉と合わせ

て写真カードや指差しを含めて相手に伝わる経験を重ねていくことが大切だと考え達成目標を変更し

た。 

また、指導の評価を通して、場所の名前は扱わないこととした。身近で興味のある物の名前やその物

を介して教師とやりとりをする活動に焦点化する改善を行った。 

 改善した項目 

〇達成目標の変更 
  ・写真カードの指差しと言葉で要求を伝える。                      〔知識及び技能〕 

                                                   
25 文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説各教科等編（小学部・中学部）』p.89 

単元目標 

達成目標 

（本次では取り扱わない） 

達成目標 

知識及び技能 
思考力、判断力、 

表現力等 

学びに向かう力、 

人間性等 

教師の言葉に続い
て、言葉で要求を伝

える。 

 

教師の言葉に注意を

向けて、やりとりに

応じようとする。 

 
本時の記録 

知識・技能 思考・判断・表現 
主体的に 

学習に取り組む態度 

前回より少ない言葉
かけで「校庭」と言
うことができた。 

 

動きを止めて教師の
言葉に耳を傾けよう

とする様子が見られ
た。 

 

学習活動 生徒の活動□ 支援〇 留意点・ 評価 

・あらわし方を知ろう □興味のある具体物（ペン・扇風機・本）や校

内の場所の動画を見てそれぞれの名称を答え

る。 

〇言葉が出ない時は、最初の文字を教師が伝え

る。 

〔知識・技能〕 

・教師の言葉を聞いて、言葉で要求を伝

えている。 

〔主体的に学習に取り組む態度〕 

・教師とのやりとりに注意をむけて応

じようとしている。 

 表９ 第１回授業記録シート（一部抜粋） 
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（７）中学部第２回検証授業について 

①目標の設定と目標に迫るための活動 

第２回検証授業においては、引き続き〔知識及び技能〕〔学びに向かう力、人間性等〕について取り組

むこととした。 

 

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、人間性等 

身近な人の話し掛けや会話などの

話し言葉に慣れ、言葉が気持ちや

要求を表していることを感じる。 

簡単な事柄と語句を結び付けたり、

語句などから事柄を思い浮かべた

りする。 

言葉でのやり取りを聞いたり伝え

たりしようとする。 

 

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、人間性等 

写真カードの指差しと言葉で要求

を伝える。   

 教師とのやりとりに注意を向けて

応じようとする。 

②評価 

本次では、写真カードを用いたやりとりの段

階として、教師が提示した具体物と同じ写真カ

ードを渡す活動をした。前時までに、教師に写

真カードを渡す動作の練習や、写真カードを渡

すことで具体物が手に入るという経験をしてき

た。 

本時では落着きがない様子で、写真カードへ

注視することが難しい様子や珍しく離席する様

子が見られたものの、教師の問いかけに応じ、

やりとりをすることができていた。 

③改善 

この時間の活動において達成目標を達成することはできていなかったが、同様の内容を扱った前後の

授業では、３回行う中で２回具体物と一致した写真カードを選ぶことができていた。そのため、３次の

達成目標の検討を中心に行った。３次では、本次の学習を生かし、写真カードから活動を想起し、自分

のやりたい活動を伝える内容を取り扱う。以下の達成目標を設定した。 

改善した項目 

〇達成目標の変更 
・活動の内容を想起し、やりたい活動を伝えるために写真カードを使って表現する。 

〔思考力、判断力、表現力等〕 

（８）中学部第３回検証授業について 

①目標の設定と目標に迫るための活動 

第３回検証授業においては、特に〔思考力、判断力、表現力等〕〔学びに向かう力、人間性等〕につい

て取り組むこととした。 

学習活動 生徒の活動□ 支援〇 留意点・ 評価 

・一緒のはどれ？ □興味のある具体物（ペン・扇風機・本）のう

ち、教師が提示した具体物と同じ写真カードを

選んで、教師に渡す。教師からその具体物を受

け取り、一緒に活動する。 

〇写真カードに注目できるようにホワイトボ

ードを用いて提示する。 

〔知識・技能〕 

・写真カードの指差しと言葉で要求を

伝えている。 

〔主体的に学習に取り組む態度〕 

・教師とのやりとりに注意をむけて応

じようとしている。 

単元目標 

達成目標 

（本次では取り扱わない） 

達成目標 

知識及び技能 
思考力、判断力、 

表現力等 

学びに向かう力、 

人間性等 

写真カードの指差し
と言葉での要求を伝
える。 

 

教師とのやりとりに

注意を向けて応じよ

うとする。 

 
本時の記録 

知識・技能 思考・判断・表現 
主体的に 

学習に取り組む態度 

写真への注視が難し
く、二択にしても教
師が提示した具体物

と同じ写真カードを
渡すことはできなか
った。 

 

教師の「やる？」と
いう問いかけに、手
を伸ばして応じた。 

表 10 第２回授業記録シート（一部抜粋） 
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知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、人間性等 

身近な人の話し掛けや会話などの

話し言葉に慣れ、言葉が気持ちや

要求を表していることを感じる。 

簡単な事柄と語句を結び付けたり、

語句などから事柄を思い浮かべた

りする。 

言葉でのやり取りを聞いたり伝え

たりしようとする。 

 

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、人間性等 

写真カードの指差しと言葉で要求

を伝える。   

活動の内容を想起し、やりたい活動

を伝えるために写真カードを使っ

て表現する。 

教師とのやりとりに注意を向けて

応じようとする。 

 
学習活動 生徒の活動□ 支援〇 留意点・ 評価 

・伝えてみよう。 □教師の「何がしたい」の言葉かけを聞き、４

枚提示された写真カード（コミュニケーション

ブック）からやりたい活動を選んで、指差しブ

ックと言葉で要求を伝える。具体物を教師から

受け取り一緒に活動する。以上の活動を４回行

う。 

〇ボードに回数表を示すことで活動に見通し

をもてるようにする。 

〇要求の気持ちをもって選ぶことができるよ

うに、関心のない物の写真カードを含める。 

〔思考・判断・表現〕 

・活動の内容を想起し、やりたい活動を

伝えるために表現している。 

〔主体的に学習に取り組む態度〕 

・教師とのやりとりに注意を向けて応

じようとしている。 

 

 

②評価 

本次では、写真カード４枚を１ページにした

コミュニケーションブックを使用して活動を行

った。４枚のうち１枚は生徒の関心の高いもの

を示す写真カードを配置し、前時までの学習で、

その中より「行いたい活動を示す写真を選ぶ」こ

とができた。この時間では、欲しいものが配置さ

れていないページも提示するようにした。する

と、不明瞭な指差しをする様子が見られた。教師

が「いらない？」と問うと「いらない」と応じて

いた。次時では、同様の状況の時には、自分から

別のページをめくり、ほしいものの写真カードを示すことができた。 

③単元を通しての評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本次では取り扱わない） 

達成目標 

知識及び技能 
思考力、判断力、 

表現力等 

学びに向かう力、 

人間性等 

 

活動の内容を想起

し、やりたい活動を
伝えるために、写真
カードを使って表現

する。 

教師とのやりとりに

注意を向けて応じよ

うとする。 

 
本時の記録 

知識・技能 思考・判断・表現 
主体的に 

学習に取り組む態度 

 

各ページから一つずつ
選んで伝えることがで
きた。ページの中にほ
しい物がない時は、不
明瞭な指差しをしてい
た。「いらない？」と教
師が問うと「いらない」
と応じた。 

教師の「●●くださ
い」の言葉かけと手
振りに応じて、物を

返すことができた。 

 

 
単元目標 

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、人間性等 

身近な人の話し掛けや会話などの話
し言葉に慣れ、言葉が気持ちや要求
を表していることを感じる。 

簡単な事柄と語句を結び付けたり、
語句などから事柄を思い浮かべたり
する。 

言葉でのやり取りを聞いたり伝えた
りしようとする。 

 
単元を通しての評価 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

やりとりを通して、興味のある物の
名前や「ください」「どっち」の言葉
に触れた。カードを自分から使って
要求を伝えることができた。問いか
けに対し「いらない」と言葉で答える
ことで、要求や気持ちを伝えること
ができた。 

教師の言葉かけに対して、言葉で応
じることが増えた。授業の中で写真
カードを扱うことで、具体物（扇風
機・本・ジャムおじさん・ペン）と写
真とがつながり、また語句とも結び
ついてきた。 

好きなものを介しての教師とのやり
とりを単元の中で繰り返す中で、ジ
ェスチャーと言葉で理解して、返事
をしたり、行動に移して応じたりす
ることができた。 

表 11 第３回授業記録シート（一部抜粋） 

単元目標 

達成目標 
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４ 研究の結果 

本研究では、重度知的障害のある児童生徒への教科指導において、特別支援学校学習指導要領に基づ

き、具体的な目標設定による評価、授業改善を行った。各検証授業の授業改善の話し合い後に授業者を

対象に「授業者振り返りアンケート26」を実施し、この結果により評価に焦点化したことで授業づくり

のプロセスが機能したかどうかを検討した。 

 

  ①実態把握 ②目標の設定 ③内容の設定 ④授業 ⑤評価  ⑥改善 

成果と課題 

（自由記述） 

      

質問項目 

教科の視点で

の実態把握が

できた。 

子どもに合っ

た単元目標を

設定すること

ができた。 

子どもの実態

にあった内容

を設定するこ

とができた。 

資質・能力を育

む授業ができ

た。 

生徒の学習の

状況を評価す

ることができ

た。 

主体的・対話的で

深い学びに向け

て、授業を改善す

ることができた。 

尺度 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 

質問項目 

生徒の興味・関

心や特性など

をつかむこと

ができた。 

子どもに合っ

た本時の目標

を設定するこ

とができた。 

子どもの興味・

関心にあった

内容を設定す

ることができ

た。 

生徒が主体的

に参加する授

業ができた。 

言葉かけや支

援を含めて自

身の授業を評

価することが

できた。 

実態把握～評

価の中で見直

すポイントが

明らかになっ

た。 

尺度 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 

質問項目 

必要に応じて、

単元の中での

実態の捉え直

しができた。 

具体的な評価

につながる目

標を設定する

ことができた。 

日常生活や社

会生活の充実

につながる内

容を設定する

ことができた。 

言葉かけや支

援を適切に行

って授業をす

ることができ

た。 

年間計画や単

元構成などの

指導を評価す

ることができ

た。 

具体的な改善

の方策を考え

ることができ

た。 

尺度 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 

 

（１）小学部の授業者振り返りアンケート結果から 

 第２回検証授業では、「内容の設定」や

「授業」の項目において、第１回検証授

業よりも点数が低下した。また、この回

の「評価」の項目は点数が下がることは

なく、「改善」の項目は高い点数となった

（図９）。「成果と課題」の自由記述では

「今回は、言語指示を聞くという課題で

あっため、次回は児童が応える活動を設

定する」と具体的な改善の方向性につい

ての記述が見られた。これらは、評価に

よって改善点が明らかになったためだと考えられる。第３回検証授業はほとんどの項目でこれまでで一

番高い点数となり、第２回検証授業の評価・改善により第３回検証授業の質が高まったことが窺える。 

 

                                                   
26 授業づくりのプロセスの①実態把握～⑥改善の自己採点を複数の質問から５件法（１できなかった、２あまりできな

かった、３どちらともいえない、４できた、５よくできた）で回答する本研究会議で作成したアンケート。自由記述の

「成果」と「課題」のほか、それぞれのプロセスの平均点を点数として算出し、考察を行った。 

表 12 授業者振り返りアンケートの質問項目 

図９ 小学部の授業者振り返りアンケート結果 
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（２）中学部の授業者振り返りアンケ―ト結果から 

 回を重ねるごとに全ての項目におい

て、点数の高まりが見られた（図10）。全

体を通して「評価」の項目が他の項目と

比べて低いところから、重度知的障害の

ある児童生徒への教科指導における評価

の難しさを見取ることができる。自由記

述における「具体性を意識して目標立て

をしたことで、以前より確かな評価する

ことができた」「目標を具体化し、軸にで

きたことで１次の時と比べてスムーズに

改善策を考えることができたように思う」という回答から、具体的な目標設定により、評価・改善の授

業づくりのプロセスが機能したことを授業者自身が意識していることが分かった。 

 以上の考察から、評価に着目して授業づくりに取り組むことで、次時の授業の改善点が明確になり、

そこから授業づくりのプロセス全体が改善されることが分かった。また、これにより重度知的障害のあ

る児童生徒の資質・能力を伸長する教科指導ができることが見えてきた。 

 

Ⅲ 研究のまとめ 
１ 研究から見えてきたこと 

（１）達成目標を設定・評価すること 

 重度知的障害のある児童生徒への教科指導の授業づくりは、一筋縄ではいかない。小学部第１回検証

授業では、評価を見取れないという反省を産む結果となった。そのため、第２回検証授業に向けて、よ

り具体的な達成目標を立てることにした。そうしたことにより、第２回検証授業から児童の学習状況を

見取り、それを受けて目標を調整したり、内容を変更したりすることで授業改善を行うことができた。

同様に、中学部第１回検証授業では、児童生徒が主体的に活動していないという指導の評価になった。

特別支援学校学習指導要領の解説に立ち返り、生徒の伝えたい気持ちを高める活動を取り入れることで、

第２回検証授業より、生徒の実態に即した授業に近づけて行った。 

研究の結果から、評価に着目することで、授業づくりのプロセスの中で授業改善を行うことができる

ことが明らかになった。どちらの事例においても、達成目標を設定・評価することが授業改善への糸口

となった。このことから、特別支援学校学習指導要領に基づく授業づくりのプロセスを機能させるため

には、達成目標の設定が重要な役割を担っていたと考えられた。 

（２）言葉への関心を高めること 

児童生徒の言葉の理解や興味・関心を言葉のマッ

プとして可視化したことで、教師が児童生徒の言葉

を意識して、授業づくりをすることができた。小学

部第１回検証授業では、イメージの持ちにくい形容

詞を扱ったが、第２・３回の検証授業後は、言葉の

マップを作成したことで、Ａさんの生活の中にあ

り、興味を持っている物の名前や、Ａさんが取り組

みたいと思う活動を扱うことができた（図11）。検

図 10 中学部の授業者振り返りアンケート結果 
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図 11 検証後のＡさんの言葉のマップ 
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証後、Ａさんは、パンの模型を指差し「パン」の言葉を言う姿が見られた。休み時間に行っていた活動

（バランスボール・iPad・スピーカー）については、写真カードを使って要求を伝えることができるよ

うになった。また、授業で取り扱った部分ではないが、これまでも発声していた「アンパンマン」は楽

しい時に発する言葉として機能をもつようになってきた。加えて、「ジャイアン」という言葉で不快な気

持ちを表現することが増えて、泣いて気持ちを表すということが減ってきた。  

Ｂさんは「ください」の言葉と写真カードを

使って自分から要求を伝えることが、授業以外

の場面でも増えてきた（図12）。これは、教師に

促されて発声していた「ください」の言葉の機

能に、学習を通して気が付いたためだと推測さ

れた。 

以上の実践を通して、言葉のマップは、教師

が児童生徒の言葉を意識するために有効であ

ると考えられた。言葉のマップの作成・利用することにより、授業者が児童生徒の興味のある言葉や、

生活の中に密着した言葉を授業で扱うことができるようになった。その結果、児童生徒の言葉による見

方・考え方を働かせ、言葉への関心を高める教科指導につながったと考えられた。 

特別支援学校学習指導要領解説各教科等編には、言葉の特徴や使い方に関する事項の解説の中で「相

手に対して音声模倣などによる発声や発語のよって自分なりの表現ができるようにする（小学部１段階）

27」、「言葉を用いることで，自分が感じた気持ちや要求などが相手に伝わることを感じる（小学部２段

階）28」など、自分の要求や気持ちを言葉や自分なりの表現で伝える内容が示されている。本研究の実践

の中でも、児童生徒が主体的に伝えたい気持ちを高める活動を行う中で、言葉や言葉の前段階の絵カー

ドや指差しでの表現を引き出すことができた。興味・関心のある物やそれを示す言葉を扱うことで、言

葉を受け入れたり、言葉で伝えようとしたりする気持ちを育てることも、重度知的障害のある児童生徒

が言葉による見方・考え方を働かせるためには大切であると分かった。 

  

２ 今後の課題 

（１）長期的な視点をもった指導について 

前述の「重度知的障害のある児童生徒への教科指導に関するアンケート」の回答から、重度知的障害

のある児童生徒の指導にあたっては、各教科等の学習内容を発展させることが難しく、同じような課題

を繰り返してしまうという現状を見取ることができた。本研究では、特別支援学校学習指導要領に基づ

く教科指導における授業づくりのプロセスの中で、目標と評価に注目することで、単元の中で学習内容

を発展させることができた。しかし、学習したことを次の単元へつなげていくことなど長期的な実践を

行うことはできていない。 

是枝（2021）は、特別支援学校学習指導要領に示された教科の内容を「学びの地図」に見立てる考え

方を示している29。学習指導要領を学びの地図として活用することで、児童生徒の学習の履歴を残した

り、次に取り組む学習内容を教師間で引き継いだりといった長期的な視野をもった指導を行うことがで

きると考えられる。 

                                                   
27 文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説各教科等編（小学部・中学部）』p.83 
28 文部科学省 同上 p.89 
29 『特別支援教育の実践情報』205号 明治図書 2022年 

図 11 検証後のＡさんの言葉のマップ 

凡例 

言える 

独自な 

言い方 

サイン 

や 

カード 

聞いて 

分かる 

興味・ 

関心が 

ある 

知って 

ほしい 

（減った） 

図 12 検証後のＢさんの言葉のマップ 



- 124 - 

 

（２）教科等横断的な視点をもった指導について 

特別支援学校学習指導要領解説では、学習の基盤となる資質・能力として、言語能力、情報活用能力

（情報モラルを含む）、問題発見・解決能力等を挙げ、児童生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段

階等を考慮し、それぞれの教科等の役割を明確にしながら、教科等横断的な視点で育んでいくことが示

されている。言語能力に関しては、語彙の段階的な獲得も含め、発達の段階に応じた言語能力の育成が

図られるよう、国語科を要としつつ教育課程全体を見渡した組織的・計画的な取組が求められる。 

本研究では、言葉のマップの作成・活用を通して児童生徒の言葉への関心を高める取組を国語科の授

業の中で行った。検証をした２つの事例では、授業と同様のカードややりとりを教師が用意することで、

休み時間に自分の行いたい活動を教師に伝えるなど日常生活場面でも言葉への関心の高まりを見るこ

とができた。しかし、日常生活場面や教科等横断的な取組へ国語科での学びを広げるための方法につい

ては、今後十分な検証が必要である。合わせて児童生徒の言葉の実態や成長を見取る方法として、言葉

のマップの有効性について検証を重ね、必要に応じて改良することが必要だと考えられた。 

 

 

最後に、研究を進めるにあたり、ご支援、ご助言をくださいました講師の先生、また、校長先生をは

じめ学校教職員の皆様に、心より感謝し厚く御礼申し上げます。 
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