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ゆ り の き 学 級  生 活 単 元 学 習 指 導 記 録 

ゆりのき１組（知的） 

ゆりのき２組（知的） 
１ 単元名 「ゆりのきツアーズ」－校外学習へ行こう－  
                                    
２ 単元について 
（１）単元の概要 
   生活単元学習は，児童が生活上の目標を達成したり，課題を解決したりするために，一連の活動を組
織的に経験することによって，自立的な生活に必要な事柄を実際的・総合的に学習するものである。 

  校外学習は，交流学年，ゆりのき学級独自のものを繰り返し経験してきており，児童にとって楽しみ
な活動の一つである。特に学級の校外学習は，実態に応じていろいろなアレンジができるので，児童の
興味関心や，得意なことを活かした役割をもたせて事前学習ができ，主体的な学習を展開できる。 

  本単元では，ゆりのき学級の校外学習に向けて，児童の興味関心に基づきながら，校外学習の計画か
ら実施までを学習する。児童は「校外学習へ行く」という大きな目標に向けて単元を構成し，意欲をも
って学習を進められると考える。 
第一次では，昨年度を振り返りながら，校外学習へ行くことを知るところから，校外学習に向けて役

割分担して準備をするところまでの学習をする。はじめに興味があることに基づいてパソコンや本，パ
ンフレット，映像教材を使って調べたり，調べたことをわかりやすく伝えたりする学習をする。そして，
校外学習実現のために必要な準備を考え，児童の興味や得意なことを活かして役割分担をする。例えば，
交通について時刻表を調べることや，昼食場所や予算を考えること，全体の計画を考えてしおりを作る
ことなどである。友達と協力して準備をする機会としたい。第二次では，いよいよ当日に向けて，各役
割から発表し，より実際の場面を想定しての準備に入っていく。児童の中には，初めての場や慣れない
ことには苦手さを感じる場合も考えられる。そこで，当日への見通しをもつことやこれまで準備してき
たことによって楽しみなことを想起させることなどで，皆が当日に期待をもって参加できるように準備
をしたい。第三次では，当日を迎える。当日もそれぞれが役割をもち，これまで学習してきたことを活
かして達成感がもてる活動にする。このような活動を通して，自分や友達の成長を感じられるようにし
たい。活動の振り返りとしては，教員や友達に向けて，ツアーの報告会を行う。撮影してきた写真など
で振り返り，楽しかったことやがんばったことを残すことで，これからの学習に活かせるようにする。 
こうした学習を通して，自分の得意なことや興味があることについて深め，実生活にも活かせるよう

にしていきたい。交通機関を利用すること，その計画を立てること，レストランなどを利用することな
どは，将来，社会生活をしていく上で，余暇活動として楽しみを増やし，生活を豊かにしていくために
大切なことである。実際の社会生活に則して主体的に繰り返し学習することで，自分の好きなことや能
力を活かして生き生きと生活できるように，少しずつスキルを積み上げたい。 

（２）単元の目標 
  ・好きなことや得意なことを活かして，学級の友達と協力することができる。 
  ・個々の実態に応じた方法で，グループの友達といっしょにやりとりをしながら，コミュニケーショ 

ンを図ることができる。 
  ・校外学習を実現するために，それぞれの役割を進んで行おうとすることができる。  
（３）児童の実態と指導上の留意点 
【児童の実態】 在籍：知的障害特別支援学級１２名  
本校では，６年前に知的障害特別支援学級が開設された。開設当初から在籍している児童も高学年にな

り，下級生の手本となったり助けをしたりして活躍できる場面も増えた。新しく入学してくる児童にとっ

ても集団として過ごすためのルールやスキルを学び，友だちとの関わりを学ぶことができ，集団としての

よさが感じられるようになってきている。 

生活単元学習では，自閉症・情緒障害特別支援学級を含め，３学級合同での活動を多く取り入れ，児童が

協力し合って活動することで，集団のよさを活かし，仲間としての意識を高められるようにしている。これ

までにもお楽しみ会，調理実習，校外学習，さまざまな場面でグループでの活動を経験してきている。自分

たちでやってみたいことを企画して進める活動でも，主体的に取り組めるように手立てを考えて指導にあ

たっている。 

在籍する児童の障害の状況は様々で，常時個別の見守りを必要とする児童から，複数の教科学習で同学

年の内容を通常の学級の中で学んでいる児童もいる。何事にも意欲的に取り組もうとする児童がほとんど

であるが，苦手なことには消極的になったり，場が変わると力を発揮できなかったりする児童も少なくな

い。コミュニケーションの面では，自分の要求や思いを発信することはできても，相手の考えを受け入れた

り，会話を楽しんだりすることが苦手な児童が多いので，個々に合った方法で理解したり，考えを表現した

りしやすい工夫が必要である。役割活動については，普段から一人一つの係をもつことで責任感を養った

り，調理実習等のグループ活動の中で役割を分担し，協力できるような学習を多く設定したりするように

している。そのような活動を通して，少しずつ集団で学習することのよさや楽しさを感じられるようにな
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ってきている。しかしながら，「協力する」という意識はまだ希薄な児童が多く，自分の思いを押し通して

しまう児童や反対に思いを表現できない児童，「協力」の意味を理解することが難しい児童もいるので，実

態に応じた「協力」の仕方を学べるようにしていく必要がある。 
【指導上の留意点】 

本単元では，集団の中でそれぞれが役割をもち，個々に合った方法で友達と協力しながらできることを

精いっぱいに行うことで，達成感を味わい主体的に活動できるようにしたい。本学級に在籍する様々な課

題をもつ児童の実態に合わせ，次のようなことを工夫する。 
 ◎別の学習や日常生活に生かすための工夫 
  ・これまでの学習を振り返る機会をつくり，学習へのイメージをもてるようにする。 
  ・内容や場は違っても繰り返し同じ経験ができる機会をつくり，生活に活きる学習として身につけられ

るようにする。 
  ・実際の場面と同じような場面をつくって練習し，実社会にも活かせるようにする。 
 ◎自ら進んで活動するための工夫 
  ・児童の興味関心や得意なことを活かせる内容で，目的別にグループをつくって活動する。 
  ・グループごとにリーダーをおき，児童が中心となって活動を進められるようにする。 
  ・活動の進捗状況がわかるように視覚的な掲示物等を活用する。 
  ・使用する道具を，名前のついているかごに入れて整理し，自分で用意ができるようにする。 
◎友だちとの協力，関わり方の工夫 

  ・グループのメンバー表をつくり，視覚的にどのグループに所属して誰と一緒かわかるようにする。 
  ・言葉でのコミュニケーションが難しい場合は，同じ作業を一緒に行うことで友だちと協力できるよう

にする。 
  ・活動の中で振り返りの場をつくり，友達や自分のがんばりがわかるようにする。 
  ・友達に提案をする場をつくり，わかりやすい発表が経験できるようにする。 
  ・グループ活動を通して，少人数の中で伝わりやすい場を設定することで，意見を言いやすくしたり，友

達の考えも尊重したりすることができるようにする。 
  
３ 研究仮説との関わり 
 

仮説１ 興味・関心のあることや，得意なことを活かす学習活動を積み重ねることで，学んだことを
別の学習場面や日常生活の中で活用する力を高めることができる。 

 
①これまでの学習を振り返り，学習へのイメージをもてるようにし，内容や場は違っても繰り返し同じ体

験ができる機会をつくる。 
 昨年度の校外学習の写真を見て振り返り，これからどんな学習をしていくのかをイメージできるように
する。写真を見ることで，校外学習を行うためにはどんな準備が必要かわかり，これからの学習に活かせる
と思われる。  
 児童はこれまで，公共交通機関の利用，買い物学習，時計の学習，制作活動等，本単元に活かせる様々な
学習をしてきている。場や内容が変わっても本単元に応用できる内容を取り入れて繰り返し学習することで，
活用力を高められると考える。 

  

仮説２ 友達と協力する場を工夫することで，個に応じたコミュニケーション能力を高めることがで
きる。 

 
  ③自分の思いや願い，お互いのがんばりを表現，発表する場を設定する。 
  本単元では，それぞれの興味関心や得意なことを活かして役割分担をすることで，皆が活躍できる場を
設定できるように計画している。単元の始めでは，話し合いや簡単なプレゼンテーションをすることで，お
互いの意見を聞き合う活動を取り入れる。また，グループ活動を学習の中心とするので，グループの友達の
様子にも関心をもてるように働きかけ，お互いのがんばりを認め合えるような声かけをしていきたい。そ
して，毎時間の全体の振り返りの中で，自分や友達のがんばりについて発表できる場を設定することで，繰
り返し認め合える場をつくり，自分や友達のがんばりに関心をもつ心情を高めていけるのではないかと考
える。 

 ④グループ活動の中で，それぞれがコミュニケーションしやすい手段を用いながら活動できるようにする。 
  ペアで協力して簡単なやりとりをしながら進める活動を取り入れることや，リーダーとしてグループの
友達の中心になること，言葉だけではなく行動や視覚的な発信をすることなど，学習活動や個々の能力に
応じて様々なコミュニケーションの方法を用いることで，個々の能力を高めていけるようにしたい。 

 

仮説３ 「目的意識」をもたせる単元構成をすることで，自ら考え，活動を進めていく力を高めること
ができる。 

 
  ⑤活動のゴールを示し，そこまでの過程の明確化や視覚化をする。 
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  本単元は，「校外学習へ行く」という目的が明確で児童には最終的なゴールがわかりやすい。準備の過程でも，自分
たちが行っていることが何につながるのか，それぞれの作業がどのくらい進んでいるのかなどがわかるように進捗状
況がわかる掲示物などを用意する。それにより一人一人が見通しをもって学習し，次に何をしなくてはならないのか
を理解し，主体的に活動できるのではないかと考える。 

  単元名は，児童が学習活動に期待をもてるように工夫した。児童が興味関心をもてる活動へのネーミングにより，イ
メージを共有できるようにすることがねらいである。単元を通してこのネーミングを折に触れて用いることにより，
目的を明確にし，皆が一つになって学習を進められるのではないかと考える。また，グループ活動でも，児童に役割に
合ったグループ名を考えさせることで，目的を果たすために協力しようとする気持ちがもてるのではないかと考える。
グループ活動では，グループ別ワッペン等を活用する。役割がわかるようなワッペンを用いることで，視覚的にも役割
を明確にし，同じ役割の友達と進んで協力しようとする気持ちをもてるのではないかと考える。 

 
４ 指導計画（全22時間扱い） 

 

 次 時  学習のねらい  児童の学習内容と評価  

 

 

 

 

 

 

第 

 

一 

 

次 

１  ・ツアー（校外学習）に行く
ことを知り，単元の見通
しをもつことができる。 

・昨年の活動を振り返る。  

・ツアーに行くことを知る。 

・興味があることについて話し合う。 

・調べたいことを考える。 

 

 評 校外学習に行くことを知り，自分の興味があることを考えることが

できる。 

２ 

 

・興味のあることについて
調べることができる。 

・興味があることについて，本やパソコン，パンフレットや映像教材で
調べる。 

  成田空港について 
  航空科学博物館について 
 
評 自分の興味・関心に基づいて，成田空港や航空博物館について調べ
ることができる。 

３ 

 

・調べたことついて発表す
る準備をすることができ
る。 

・写真を拡大したり，絵や文字を書いたりして，ポスターを作る。 
・発表原稿の読み合わせをする。 
・発表の準備をする。 
 
評 プランを知らせるための資料を準備したり，知らせる練習をしたりす
ることができる。 

 
４ 

・調べたことについて発表
することができる。 

 

・調べたことを発表する。 
・発表を聞いて感想を話し合う。 
  
評 調べたことを友達に伝えることができる。 
  発表を聞いて感想を伝えることができる。 
                             

５ 
・ツアー準備の役割分担を
することができる。 

・ツアー準備に必要な役割を出し合う。 
・役割を決める。 
 
評 ツアー準備に必要な役割を考え，自分の役割を決めることができる。 
 ６

～ 

10 

・役割ごとにツアー準備を
することができる。 

計画グループ      
・日程や持ち物を考える。 
・旗やおそろいのワッペンを作る。 
・しおりを作る。 
食べ物グループ     
・昼食のメニュー等を調べる。 
・おやつの計画を立てて，買い出しに行く。 
交通グループ 
・行き方や電車の時刻表などを調べる。 
・行き先の情報を調べる。 
 
・途中経過を伝える。 
・準備したことを発表する練習をする。 
 
評 役割ごとに，制作活動をしたり，必要な情報を調べたり，パンフレ
ットにまとめたりすることができる。 
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第
二
次 

 

 

 

11 ・計画グループの発表を聞い
て，当日の見通しをもつ
ことができる。 

 

・調べたことや準備してきたことをもとに，必要な情報を伝える。 

・発表を聞いて当日の見通しをもつ。 
・友達の発表を聞いて，感想を発表しあう。 
 
評 役割ごとに当日のことについて発表することができる。 

   ツアー当日の見通しをもつことができる。 

12 

 

・食べ物グループの発表を 
行う。 

・調べたことや準備してきたことをもとに，必要な情報を伝える。 

・発表を聞いて当日の見通しをもつ。 

・友達の発表を聞いて，感想を発表しあう。 

・おやつを食べる時間と場所を知る。 

・メニューを選ぶ。 

 

 評 食べ物グループは当日のことについて発表することができる。 

   発表を聞いて感想を言ったり，当日の見通しをもったりすることが

できる。 

○13  

本
時 

・昼食会場での注文の仕方 
を練習することができる。 

・昼食の注文の仕方を知る。 

・昼食の注文の練習をする。 

 
 評 注文の仕方を知り，練習することができる。 

 14 
 

・交通グループの発表を行
う。 

 ・調べたことや準備してきたことをもとに，必要な情報を伝える。 
 ・発表を聞いて当日の見通しをもつ。 
 ・友達の発表を聞いて，感想を発表しあう。 
 
評 交通グループは当日のことについて発表することができる。 
   発表を聞いて感想を言ったり，当日の見通しをもったりすることが 

できる。 

 

15 ・公共交通機関の利用の仕方
を練習することができる。 

・公共交通機関での約束を確認する。  
・電車・バスの利用の仕方を知る。 
・電車・バスの利用の仕方を練習する。 
 
評 電車・バスでの約束や乗り方を知り，練習することができる。 

 16 
 ・当日の役割の準備をする

ことができる。 
 ・当日の役割の仕事内容や持ち物を確認する。 

 ・役割に必要な準備をする。 

 

 評 当日の役割の仕事内容や持ち物を知り，準備することができる。 

 

  
 
 
 
 
第 
  
三 
 
次 

17 
 ・ツアーを楽しみ，自分の役

割を果たすことができ
る。 

 ・準備してきたことを活かして校外学習を楽しむ。 
・自分の役割を果たす。 
 
 評 ツアーを楽しみ，自分の役割を果たすことができる。 

 

 18  ・ツアーを振り返ることが
できる。 

 ・ツアーの写真を見る。 
 ・ツアーで心に残ったことを話し合う。 
 ・ツアーの絵日記を書く。 
 
 評 ツアーの写真を見て，ツアーを振り返り，絵日記に書くことができ

る。 
                                
   ツアーの写真を見て，自分の考えを伝えたり，友達の考えを聞いた
りしながらツアーを振り返り，絵日記に書くことができる。（情） 

 

 19 
～ 
21 

 ・ツアーの報告会の準備を
することができる。 

 ・報告の方法を決める。 
 ・報告の準備をする。 
 ・報告の練習をする。 
  
評 ツアー報告の準備や練習をすることができる。 
 

 



 

ゆりのき－5 

 

 22 ・ツアーの報告会をすること
ができる。 

 ・友達や先生に報告をする。 
 ・友達の報告を聞く。 
 
評 ツアー報告をしたり，友達の報告を聞いたりすることができる。 

 

 
          
５ 本時の指導（13／22）                          
（１）目標 
・昼食の注文の仕方を知り，注文をすることができる。 

・友達が頑張ったところを認め，友達の良いところに気付くことができる。 

※個別の目標について，本時の個別の支援・手だて 別紙（当日配布）  

 
（２）仮説との関連                   
 

研究仮説３ 「目的意識」をもたせる単元構成をすることで，自ら考え、活動を進めていく力を 

            高めることができる。 

⑤活動のゴールを示し，そこまでの過程を明確化や視覚化する。 
  児童は校外学習の場所についてインターネットや本，パンフレットを見ながら意欲的に調べ学習を
進めてきた。児童は校外学習という，目的に対して意識をもつことによって，主体的に活動に取り組
むことができている。本時では，レストランでの注文の練習に入る前に，食券の買い方，食事の運び
方，食器の返却の仕方をテレビの映像を見ながら確認する。映像を見ながら注意点を確認することに
より，注目するポイントを視覚化し，児童が見通しをもって練習に取り組むことができるのではない
かと考える。また，実際に昼食をとるレストランと同じような場を設定することにより，昼食時の過程
をつかみ，当日，自信をもってレストランでの注文ができるようにしたい。 

 
（３）展 開                                               ◎印は，重点課題との関連 

                                   評（評価）手（手立て） 
学 習 内 容 授業の実際と考察 

 

 

時配 
（）は実際に

かかった時間 

１ 本時の活動を確認する。 

（ゆりのき学級１，２組教室） 

  

 

 

 

２ レストランでの注文の仕方を確認す

る。 

・一緒にレストランでの注文の仕方を練習

するグループの確認をする。 

・レストランでの注文の仕方を動画や画像

で確認する。 

① 食券の買い方 

② 食券の渡し方 

③ 食事の受け取り 

・食事係がモデルとなって注文の仕方をも

う一度確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

・全体で一つのめあてを共有させることで，「今日

もがんばろう」という気持ちを盛り上げた。 

・本時の流れが視覚的にわかるような掲示をして

おいたことにより，児童は，見通しをもって授業

に取り組めていた。 

 

・黒板にグループ表，個人写真を貼り，どこの席に

座ればよいか視覚的にわかるようにした。 

◎食券の買い方，食券の渡し方，食事の受け取り方

の動画や画像を見ながら注意点を確認した。 

 

 

 

 

 

・実際に行くレストランの食券の買い方・食券の渡

し方・食事の受け取り方を動画で見て，確認する

ことにより，ゆりのきツアー当日に向けての見

通しをもたせることができた。また，動画を見た

後に食事係の児童がもう一度注文の仕方を実演

することによって，本時にどのような練習をす

るのかの見通しも，もたせることができた。 

・注文の仕方を食事係の児童が実演する時に，食券

を買う時の注意点を一緒に説明した。 

５ 

（５） 

 

 

 

 

10 

（1５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レストランで注文しよう。 

実際の児童の様子 
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３ レストランでの注文の仕方を練習す

る。 

・食事グループの児童は，食券の買い方を 

友達に教えてあげたり，食事の挨拶をし

たり，レストランの店員をしたりする役

割を行う。 

・グループごとにレストランでの注文の仕

方を練習する。 

・待っているグループは注文の仕方の手順

表を見ながら，個々に注文の仕方を確認

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 本時の活動を振り返る。 

 ・活動の感想を発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 次時への期待をもたせる。 

◎実際の場面と同じような場を作り，児童が練習

に取り組めるようにした。 

・食券の買い方を友達に教えてあげたり，食事の挨

拶をしたり，レストランの店員をしたりするな

どの役割分担ができるよう声かけをした。（食事

グループの児童） 

・２つのグループに分けてレストランでの注文の

仕方を練習するので，待っているグループも学

習できるように，食券機のボタンを用意したり，

食券の買い方を教える児童を付けたりするな

ど，待っている間も学習ができるように工夫し

た。 

・自分の買いたいものが書いてある食券のボタン

を押せるように，買いたい物と同じ食券機のボ

タンの教具を手元に用意した。 

・正しい注文の仕方ができている児童のことを積

極的に取り上げて，全体に広げた。 

・ジュースを選択するメニューの児童には，「○○ジ

ュースください」と書いた教具を手元に用意し，

店員に自分の飲みたいものを言えるようにし

た。 

評 昼食の注文の仕方を知り，注文の仕方を覚え

ることができる。         （観察） 

手 昼食の注文の仕方の手順表を作り，見通しを

もって練習に取り組めるようにする。 

 

・活動中に撮った動画や写真をテレビに映し，振り

返りをした。動画や写真で振り返ることにより，

本時の活動を思い出しやすくすることができ

た。 

・自己評価や相互評価ができるように声をかけ，子

どもたちが自分のよさ，友だちのよさに気付け

るように声を掛けた。 

 

 

 

 

 

 

評 自分が頑張ったことや，友だちのよさに目を

向けることができる。        （観察） 

手 活動中に撮った写真を見ながら本時の振り返

りをする。 

 

・次時は，電車・行き先グループの発表を聞き，電

車・バスの乗り方を練習することを伝えた。 

20 

（15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 

（９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

（１） 

 

 

 

 

 

 

・○○君が食券の買い方を教えてくれました。 

・○○君が店員さんのお仕事を頑張っていまし

た。 

・食券を上手に買えました。 

・お釣りのお金を入れる仕事を頑張りました。 
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ゆ り の き 学 級  生 活 単 元 学 習 指 導 案 
ゆりのき３組（自閉症・情緒）石川 千裕 

 
１ 単元名 「ゆりのきツアーズ」－校外学習へ行こう－  
                                    
２ 単元について 
（１）単元の概要 
  本単元は，生活単元学習として位置付けているが，自閉症・情緒障害特別支援学級では，自立活動の要
素も合わせて取り入れながら指導するものとする。 
自立活動の目標は，学習指導要領では次のような位置づけになっている。 

  「個々の児童又は生徒が自立を目指し，障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するた
めに必要な知識，技能，態度及び習慣を養い，もって心身の調和的発達の基盤を養う。」 

  本単元では，自立活動の内容である「２ 心理的な安定の中の，（１）情緒の安定に関すること。（２） 
状況の理解と変化への対応に関すること。 ３ 人間関係の形成の中の，（３）自己の理解と行動の調整に 
関すること。（４）集団への参加の基礎に関すること。 ６ コミュニケーション（５）状況に応じたコミ 
ュニケーションに関すること。」を主に扱う。 

  校外学習は，交流学年，ゆりのき学級独自のものを繰り返し経験してきており，児童にとって楽しみ
な活動の一つである。特にゆりのき学級の校外学習は，実態に応じていろいろなアレンジができるので，
児童の興味関心や，得意なことを活かした役割をもたせて事前学習ができ，主体的な学習を展開できる。 

  本単元では，ゆりのき学級の校外学習に向けて，児童の興味関心に基づきながら，校外学習の計画か
ら実施までを学習する。児童は「校外学習へ行く」という大きな目標に向けて単元を構成し，意欲をも
って学習を進められる。また，学級で話し合ったり，グループ活動を行ったりすることにより，友達と
協力することの大切さや集団の中で学ぶ楽しさを経験することができると考えている。この単元を通
して，人との適切なかかわり方やコミュニケーションを学ぶ機会としたい。 
第一次では，昨年度を振り返りながら，校外学習へ行くことを知るところから，校外学習に向けて役

割分担をして準備をするところまでを学習をする。はじめに興味があることに基づいてパソコンや本，
パンフレット，映像教材等を使って調べたり，調べたことをわかりやすく伝えたりする学習をする。そ
して，校外学習実現のために必要な準備を考え，児童の興味や得意なことを活かして役割分担をする。
例えば，交通について時刻表を調べることや，昼食場所や予算を考えること，全体の計画を考えてしお
りを作ることなどである。友達と協力して準備をする機会としたい。第二次では，いよいよ当日に向け
て，各役割から準備をしたことについて報告し，より実際の場面を想定しての準備に入っていく。児童
の中には，初めての場や慣れないことには苦手さを感じる場合も考えられる。そこで，当日への見通し
をもつことやこれまで準備してきたことによって楽しみなことを想起させることなどで，皆が当日に期
待をもって参加できるようにしたい。第三次では，当日を迎える。当日もそれぞれが役割をもち，これ
まで学習してきたことを活かして達成感がもてる活動にする。このような活動を通して，自分や友達の
成長を感じられるようにしたい。活動の振り返りとしては，ツアーの報告会を行う。撮影してきた写真
などで振り返り，楽しかったことやがんばったことを残すことで，これからの学習に活かせるようにす
る。 
こうした学習を通して，自分の得意なことや興味があることを手掛かりに，他者や社会との適切なか

かわり方を学び，実生活にも活かせるようにしていきたい。実際の社会生活に則して主体的に繰り返し
学習することで，自分の好きなことや能力を活かして生き生きと生活できるように，少しずつスキルを
積み上げたい。 

（２）単元の目標 
  ・個々の実態に応じた方法で心理的な安定を図りながら，集団での活動に参加することができる。 

・好きなことや得意なことを活かして活躍することで，学級の友達と協力しながら，役割を果たすこと
ができる。   

  ・適切な方法で自分の考えを伝えたり，友達の考えを受け入れたりしながら活動することができる。 
（３）児童の実態と指導上の留意点 
【児童の実態】 在籍：自閉症・情緒障害特別支援学級３名  
本校では，２年前に自閉症・情緒障害特別支援学級が開設され，知的障害特別支援学級の児童と合わせる

と今年度は特別支援学級全体で１５名となった。集団としての規模が大きくなってきていることで，集団

としてのルールやスキルや友だちとの関わりを学ぶことができ，集団としてのよさが感じられるようにな

ってきている。自閉症・情緒障害特別支援学級の児童は，内容によっては同学年の内容を理解できる児童が

ほとんどであるが，友達とのかかわりの中で不快なできごとに対して不適切な行動で解決を図ろうとする

児童や集団での活動が著しく苦手な児童などが在籍し，適切なコミュニケーションの方法を身につけるこ

とや，集団に参加するという面で課題がある。 

普段は障害種により教室を分けて生活をしているが，内容によって自閉症・情緒障害特別支援学級と知

的障害特別支援学級合同での活動を取り入れている。児童が協力し合って活動することで，通常の集団よ

り大きな集団のよさを活かし，仲間としての意識を高められるようにしている。このような学習を通して，

グループでの活動も経験してきているが，集団参加の苦手さや相手に合わせてコミュニケーションを取る
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ことが難しいことが多いので，少しでも主体的に取り組めるよう教師からも提案をしながら児童と一緒に

考えを広げていく必要がある。本単元のようなゆりのき学級全体での活動により，自閉症・情緒障害特別支

援学級では，集団への適応力，言葉でのコミュニケーションの力を養うことを重点におき，個々の実態に合

わせて人とのかかわりを深め，適切な方法で伝え合う力を高められるようにしていきたい。 

自閉症・情緒障害特別支援学級に在籍する児童は，ほぼ常時個別の見守りを必要とする児童や，複数の教

科学習で，同学年の内容を通常の学級の中で学んでいる児童等，障害の状況は様々である。苦手なことには

消極的になったり，場が変わると力を発揮できなかったりする児童も少なくない。コミュニケーションの

面では，自分の要求や思いを発信することはできても，相手の考えを受け入れることが苦手な児童が多い

ので，個々に合った方法で理解をしたり，表現したりしやすい工夫が必要である。役割活動については，普

段から一人一つの係をもつことで責任感を養ったり，調理実習等のグループ活動の中で役割を分担し，協

力できるような学習を設定したりするようにしている。そのような活動を通して，少しずつ集団で学習す

ることのよさや楽しさを感じられるようになってきている。しかしながら，「協力する」という意識はまだ

希薄な児童が多く，自分の思いを押し通してしまう児童や反対に思いを表現できない児童もいるので，実

態に応じた「協力」の仕方を学べるようにしていく必要がある。 
【指導上の留意点】 

本単元では，集団の中でそれぞれが役割をもち，個々に合った方法で友達と協力しながらできることを

精いっぱいに行うことで，達成感を味わい主体的に活動できるようにしたい。本学級に在籍する様々な課

題をもつ児童の実態に合わせ，次のようなことを工夫する。 
 ◎別の学習や日常生活に生かすための工夫 
  ・これまでの学習を振り返る機会をつくり，学習へのイメージをもてるようにする。 
  ・内容や場は違っても繰り返し同じ経験ができる機会をつくり，生活に活きる学習として身につけられ

るようにする。 
  ・実際の場面と同じような場面をつくって練習し，実社会にも活かせるようにする。 
 ◎自ら進んで活動するための工夫 
  ・児童の興味関心や得意なことを活かせる内容で，目的別にグループをつくって活動する。 
  ・グループごとにリーダーをおき，児童が中心となって活動を進められるようにする。 
  ・活動の進捗状況がわかるように視覚的な掲示物等を活用する。 
  ・使用する道具を名前のついているかごに入れて整理し，自分で用意ができるようにする。 
◎集団参加，友だちとの協力，関わり方の工夫 

  ・グループのメンバー表をつくり，視覚的にどのグループに所属して誰と一緒かわかるようにする。 
  ・活動の中で振り返りの場をつくり，友達や自分のがんばりがわかるようにする。 
  ・友達に提案をする場をつくり，わかりやすく発表することを経験させる。 
  ・グループ活動を通して，少人数の中で伝わりやすい場を設定することで，意見を言いやすくしたり，友

達の考えも尊重したりすることができるようにする。 
  ・個々の苦手さやこだわりについて把握し，苦手なことについてはスモールステップで取り組みのしや

すさを工夫したり，こだわりについては折り合いがつけられる方法を考えたりする。 
  
３ 研究仮説との関わり 
 

仮説１ 興味・関心のあることや，得意なことを活かす学習活動を積み重ねることで，学んだことを
別の学習場面や日常生活の中で活用する力を高めることができる。 

 
①これまでの学習を振り返り，学習へのイメージをもてるようにし，内容や場は違っても繰り返し同じ体 

験ができる機会をつくる。 
 昨年度の校外学習の写真を見て振り返り，これからどんな学習をしていくのかをイメージできるように
する。写真を見ることで，校外学習を行うためにはどんな準備が必要かわかり，これからの学習に活かせる
と思われる。  
 児童はこれまで，公共交通機関の利用，買い物学習，時計の学習，制作活動等，本単元に活かせる様々な
学習をしてきている。場や内容が変わっても本単元に応用できる内容を取り入れて繰り返し学習することで，
活用力を高められると考える。 

  

仮説２ 友達と協力する場を工夫することで，個に応じたコミュニケーション能力を高めることがで
きる。 

 
  ③自分の思いや願い，お互いのがんばりを表現，発表する場を設定する。 
  本単元では，それぞれの興味関心や得意なことを活かして役割分担をすることで，皆が活躍できる場を
設定できるように計画している。単元の始めでは，話し合いや簡単なプレゼンテーションをすることで，お
互いの意見を聞き合う活動を取り入れる。また，グループ活動を学習の中心とするので，グループの友達の
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様子にも関心をもてるように働きかけ，お互いのがんばりを認め合えるような声かけをしていきたい。そ
して，毎時間の全体の振り返りの中で，自分や友達のがんばりについて発表できる場を設定することで，繰
り返し認め合える場をつくり，自分や友達のがんばりに関心をもつ心情を高めていけるのではないかと考
える。 

 ④グループ活動の中で，それぞれがコミュニケーションをとりやすい手段を用いながら活動できるように 

する。 
  ペアで協力して簡単なやりとりをしながら進める活動を取り入れることや，リーダーとしてグループの
友達の中心になること，言葉だけではなく行動や視覚的な発信をすることなど，学習活動や個々の能力に
応じて様々なコミュニケーションの方法を用いることで，個々の能力を高めていけるようにしたい。 

 

仮説３ 「目的意識」のもたせる単元構成をすることで，自ら考え，活動を進めていく力を高めること
ができる。 

 
  ⑤活動のゴールを示し，そこまでの過程の明確化や視覚化をする。 
  本単元は，「校外学習へ行く」という目的が明確で児童には最終的なゴールがわかりやすい。準備の過程でも，自分
たちが行っていることが何につながるのか，それぞれの作業がどのくらい進んでいるのかなどがわかるように進捗状
況がわかる掲示物などを用意する。それにより一人一人が見通しをもって学習し，次に何をしなくてはならないのか
を理解し，主体的に活動できるのではないかと考える。 

  単元名は，児童が学習活動に期待をもてるように工夫した。児童が興味関心をもてる活動へのネーミングにより，イ
メージを共有できるようにすることがねらいである。単元を通してこのネーミングを折に触れて用いることにより，
目的を明確にし，皆が一つになって学習を進められるのではないかと考える。また，グループ活動でも，児童に役割に
合ったグループ名を考えさせることで，目的を果たすために協力しようとする気持ちがもてるのではないかと考える。
グループ活動では，グループ別ワッペン等を活用する。役割がわかるようなワッペンを用いることで，視覚的にも役割
を明確にし，同じ役割の友達と進んで協力しようとする気持ちをもてるのではないかと考える。 

 
４ 指導計画（全18時間扱い） 

 次 時  学習のねらい  児童の学習内容と評価  

 

 

 

 

 

 

第 

 

一 

 

次 

１  ・ツアー（校外学習）に
行くことを知り，単元
の見通しをもつこと
ができる。    

・昨年の活動を振り返る。 

・ツアーに行くことを知る。 

・興味があることについて話し合う。 

・調べたいことを考える。 

 

評 校外学習に行くことを知り，自分の興味があることを考え伝えるこ

とができる。 

２ 

 

 

・興味のあることにつ 
いて調べることがで
きる。 

・興味のあることについて本やパソコン，パンフレット，映像教材等で調べ
る。 

 成田空港について 
 航空科学博物館について 
 

評 自分の興味・関心に基づいて，成田空港や航空博物館について調べる
ことができる。 

３ 

 

・調べたことについて 
発表する準備をする
ことができる。 

・写真を拡大したり，絵や文字をかいたりして，ポスターを作る。 
・発表原稿の読み合わせをする。 
・発表の練習をする。 
 
評 プランを知らせるための資料を協力して準備したり，知らせる練習 
をしたりすることができる。 

 
原稿を完成させ，発表の練習の中で，友達の良いところを見つける

ことができる。 

４ 
・調べたことについて 
発表することができ
る。 

・調べたことを発表する。 
・発表を聞いて感想を話し合う。 
 
評 調べたことをわかりやすく伝えることができる。 
   
  友達の発表に関心をもって聞くことができる。 
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５ 
・ツアー準備の役割分 
担をすることができ
る。 

・ツアー準備に必要な役割を出し合う。 
・役割を決める。 
 
評 ツアー準備に必要な役割を考え，自分の考えを伝えたり，友達の考
えを聞いたりしながら自分の役割を決めることができる。 

６ 

７ 

・役割ごとにツアー準 
備をすることができ
る。 

計画グループ      
・日程や持ち物を考える。 
・旗やおそろいのワッペンを作る。 
・しおりを作る。 
食べ物グループ     
・昼食のメニュー等を調べる。 
・おやつの計画を立てて，買い物に行く。 
交通グループ 
・行き方や電車の時刻表などを調べる。 
・行き先の情報を調べる。 
 
・途中経過を伝える。 
・準備したことを発表する練習をする。 
 
評 自分の考えを伝えたり，友達の考えを聞いたりしながら，役割ごと
に協力して，準備を進めることができる。 

 

 

 

 

 

 

第 

 

二 

 

次 

 

 

 

８ 

 

・計画グループの発表 
を行う。 

・調べたことや準備してきたことをもとに，必要な情報を伝える。 
・発表を聞いて当日の見通しをもつ。 
・友達の発表を聞いて，感想を発表しあう。 
 
評 計画グループは当日のことについて発表することができる。 

   
  発表を聞いて感想を言ったり，当日の見通しをもったりすることができ

る。 

  ９ 
・食べ物グループの発 
表を行う。 

・調べたことや準備してきたことをもとに，必要な情報を伝える。 
・発表を聞いて当日の見通しをもつ。 
・おやつを食べる時間と場所を知る。 
・友達の発表を聞いて，感想を発表しあう。 
・メニューを選ぶ。 
 
評 食べ物グループは当日のことについて発表することができる。 

   
   発表を聞いて感想を言ったり，当日の見通しをもったりすることがで

きる。 

 

 ⑩ 

本
時 

 

 ・昼食会場での注文の
仕方を練習すること
ができる。 

・他のお客さんとのかかわり方・順番を守る等 

・昼食の注文の仕方を知る。 

 店の人との適切なやりとりや困った時の対処法等 

・昼食の注文の練習をする。 

・苦手な食べ物が多い児童については，教師とメニューをよく確認し，食べ

られそうなメニューを考える。 

 

評 昼食の注文の仕方を知り，約束を守りながら練習することができる。 

   

  心配なことを相談しながら練習することができる。 

 

 11 
・交通グループの発表 

を行う。 
・調べたことや準備してきたことをもとに，必要な情報を伝える。 
・発表を聞いて当日の見通しをもつ。 
・友達の発表を聞いて，感想を発表しあう。 
 
評 交通グループは当日のことについて発表することができる。 

   
   発表を聞いて感想を言ったり，当日の見通しをもったりすることがで

きる。 
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12 

・公共交通機関の利用の
仕方を練習すること
ができる。 

・公共交通機関での約束を確認する。 

 他のお客さんとのかかわり方・順番を守る等 

・電車やバスの利用の仕方を知る。 

・電車やバスの利用の仕方を練習する。 

・電車やバスに強いこだわりのある児童については，事前に心配なことを確

認し，対処法を考える。 

 
評 公共交通機関での約束や乗り方を知り，練習をすることができる。   

 

 13 
 ・当日の役割の準備を

することができる。 
・当日の役割の仕事内容や持ち物を確認する。 

・役割に必要な準備をする。 

・心配なことを事前に確認し，困った時にどのように伝えたり解決したりす

るか考える。 

 

評 当日の役割の仕事内容や持ち物を知り，準備することができる。 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
第 
  
三 
 
次 

 14  ・ツアーを楽しみ，自分
の役割を果たすこと
ができる。 

・準備してきたことを活かして校外学習を楽しむ。 
・自分の役割を果たす。 
・できるだけ予定や集団に合わせて行動し，困ったことは適切な方法で伝え
る。 

 
評 自分の役割を果たすことができる。 
 

できるだけ予定や集団に合わせて行動し，困ったことは適切な方法
で伝えることができる。 

 

 15  ・ツアーを振り返るこ
とができる。 

・ツアーの写真を見る。 
・ツアーで心に残ったことを話し合う。 
・ツアーの絵日記を書く。 
 
評 ツアーの写真を見て，自分の考えを伝えたり，友達の考えを聞いた
りしながらツアーを振り返り，絵日記に書くことができる。 

 

 16 
17 

 ・ツアーの報告会の準
備をすることができ
る。 

 ・報告の方法を決める。 
 ・報告の準備をする。 
 ・報告の練習をする。 
  
評 ツアー報告の準備を協力して行い，練習することができる。 

 

 18 ・ツアーの報告会をする
ことができる。 

 ・友達や先生たちに報告をする。 
 ・友達の報告を聞く。 
  
評 ツアーの報告をしたり，友達の報告を聞いたりすることができる。 

 

 
 ・自閉症・情緒障害特別支援学級では，個々の実態に応じて時数を調整するので，知的障害特別支援

学級より時数を減らしている。 
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５ 本時の指導（10／18）                          
（１）目標 
・順番や約束を守りながら注文ができる。 

・心配なことを教師と話し合ったり伝えたりすることで，不安なくレストランで食事ができる心構えをも

つことができる。 

・友達が頑張ったところを認め，友達の良いところに気付くことができる。 

※個別の目標について，本時の個別の支援・手だて 別紙（当日配布）  

 
（２）仮説との関連                   

研究仮説３ 「目的意識」をもたせる単元構成をすることで，自ら考え、活動を進めていく力を 

            高めることができる。 

⑤活動のゴールを示し，そこまでの過程を明確化や視覚化する。 
  児童は校外学習の場所についてインターネットや本，パンフレットを見ながら意欲的に調べ学習を
進めてきた。児童は校外学習という，目的に対して意識をもつことによって，主体的に活動に取り組
むことができている。本時では，レストランでの注文の練習に入る前に，食券の買い方，食事の運び
方，食器の返却の仕方をテレビの映像を見ながら確認する。映像を見ながら注意点を確認することに
より，注目するポイントを視覚化し，児童が見通しをもって練習に取り組むことができるのではない
かと考える。また，実際に昼食をとるレストランと同じような場を設定することにより，昼食時の過程
をつかみ，不安なことについても想定して練習することで，当日，自信をもってレストランでの注文
ができるようにしたい。 

 
（３）展 開                                               ◎印は，重点課題との関連 

                                   評（評価）手（手立て） 
学 習 内 容 授業の実際と考察 

 

 

時配 
（）は実際に

かかった時間 

１ 本時の活動を確認する。 

（ゆりのき学級１,２, 3組教室） 

  

 

 

 

 

 

 

 

２ レストランでの注文の仕方を確認す

る。 

・一緒レストランでの注文の仕方を練習す

るグループの確認をする。 

・レストランでの注文の仕方を動画や画像

で確認する。 

① 食券の買い方 

② 食券の渡し方 

③ 食事の受け取り 

・食事係がモデルとなって注文の仕方をも

う一度確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

・全体で一つのめあてを共有させることで，「今日

もがんばろう」という気持ちを盛り上げた。 

・本時の流れが視覚的にわかるような掲示をして

おいたことにより，児童は，見通しをもって授業

に取り組めていた。 

・集団での活動が苦手な児童は，全体とは別の教室

で，個別に内容や参加の仕方を確認したことで，

落ち着いて始めることができた。 

・クールダウンをできる場を用意した。 

 

・黒板にグループ表，個人写真を貼り，どこの席に

座ればよいか視覚的にわかるようにした。 

◎食券の買い方，食券の渡し方，食事の受け取り方

の動画や画像を見ながら注意点を確認した。 

・苦手な食べ物が多い児童については，メニューに

使われている食材にも注目し，注文する時に店

の人に必要なことを伝える方法を練習した。 

・実際に行くレストランの食券の買い方・食券の渡

し方・食事の受け取り方を動画で見て，確認する

ことにより，ゆりのきツアー当日に向けての見

通しをもたせることができた。また，動画を見た

後に食事係の児童がもう一度注文の仕方を実演

することによって，本時にどのような練習をす

るのかの見通しも，もたせることができた。 

・注文の仕方を食事係の児童が実演する時に，食券

を買う時の注意点を一緒に説明した。 

・集団活動が苦手な児童は，別室で同じ動画を見る

ことができるようにした。 

５ 

（５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

（1５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レストランで注文しよう。 

実際の児童の様子 
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３ レストランでの注文の仕方を練習す

る。 

・食事グループの児童は，食券の買い方を 

友達に教えてあげたり，食事の挨拶をし

たり，レストランの店員をしたりする役

割を行う。 

・グループごとにレストランでの注文の仕

方を練習する。 

・待っているグループは注文の仕方の手順

表を見ながら，個々に注文の仕方を確認

する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 本時の活動を振り返る。 

 ・活動の感想を発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 次時への期待をもたせる。 

◎実際の場面と同じような場を作り，児童が練習

に取り組めるようにした。 

・食券の買い方を友達に教えてあげたり，食事の挨

拶をしたり，レストランの店員をしたりするな

どの役割分担ができるよう声かけをした。（食事

グループの児童） 

・２つのグループに分けてレストランでの注文の

仕方を練習するので，待っているグループも学

習できるように，食券機のボタンを用意したり，

食券の買い方を教える児童を付けたりするな

ど，待っている間も学習ができるように工夫し

た。 

・順番にこだわったり，待つことが苦手だったりす

る児童には，不安なく練習できるタイミングを

考え，個別に声かけをしながら練習をした。 

・正しい注文の仕方ができている児童のことを積

極的に取り上げて，全体に広げた。 

 

評 約束や順番を守りながら注文の仕方を練習す

ることができる。（観察） 

手 昼食の注文の仕方の手順表を見て，心配なこ

とは個別に話し合いながら，見通しをもって

練習に取り組めるようにする。 

 

・活動中に撮った動画や写真をテレビに映し，振り

返りをした。動画や写真で振り返ることにより，

本時の活動を思い出しやすくすることができ

た。 

・自己評価や相互評価ができるように声をかけ，子

どもたちが自分のよさ，友だちのよさに気付け

るように声を掛けた。 

 

 

 

 

 

 

・集団活動が苦手な児童は，別室で日記を書いたり

教師と振り返りをしたりすることでまとめをし

た。 

評 自分が頑張ったことや，友だちのよさに目を

向けることができる。       （観察） 

手 活動中に撮った写真を見ながら本時の振り返

りをする。 

 

 

 

・次時は，電車・行き先グループの発表を聞き，電

車・バスの乗り方を練習することを伝えた。 

 

20 

（15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 

（９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

（１） 

 

 

・○○君が食券の買い方を教えてくれました。 

・○○君が店員さんのお仕事を頑張っていまし

た。 

・食券を上手に買えました。 

・お釣りのお金を入れる仕事を頑張りました。 
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６ 本単元の成果（○）と課題（●）                       知・情共通 
 

仮説１ 興味・関心のあることや，得意なことを活かす学習活動を積み重ねることで，学んだことを
別の学習場面や日常生活の中で活用する力を高めることができる。 

 
①これまでの学習を振り返り，学習へのイメージをもてるようにし，内容や場は違っても繰り返し同じ体

験ができる機会をつくる。 
 ②個の特性，興味・関心に応じた教材を提供する。 
 ○昨年度の校外学習の写真や資料を見て振り返ることで，学習のイメージをもつことができ，学習への 

意欲を高めることができた。 
 ○昨年度と同じ単元で児童が調べたことを取り上げることで，学んだことを活かすことができた。 
 ○校外学習の行き先について資料を集め，プロジェクターによる映像や効果音等を利用したり，教師が 

臨場感のある演出を行ったりすることで，これからの学習へ興味・関心をもたせることができた。 
 ○興味のあることや得意なことに基づいてグループ分けをすることで，それぞれが活躍できる場を設 

けることができた。 
 ○繰り返し学ぶことで，こだわりや不安感が強い児童が困難なことを克服する方法を身につけ，次に活 

かすことができてきた。 
 ●活用する力を高めるために，学校や家庭の両面で繰り返し学んだり，学んだことを活かしたりする場

を多く設定していく必要がある。 
●個々に調べたいことを考える学習では，考えるヒントになるように，個に応じた手立てや発問の工夫
が必要である。 

●１つの興味・関心に固執しないように，友達の様子を見て興味を広げたり，教師が意図的に本人の気
付いていない得意なことを取り上げたりして，学習活動を広げていく必要がある。 

 

仮説２ 友達と協力する場を工夫することで，個に応じたコミュニケーション能力を高めることがで
きる。 

 
③自分の思いや願い，お互いのがんばりを表現，発表する場を設定する。 

 ④グループ活動の中で，それぞれがコミュニケーションしやすい手段を用いながら活動できるように 
する。 

 ○友達や自分が頑張っている様子を写真や映像で振り返ることにより，具体的な様子をイメージする 
ことができ，お互いを認め合う気持ちを高めることができた。 

 ○振り返りの中で，友達のがんばったところをみつけることができ，別の単元の授業や生活の中で自然
  に友達のよいところを見つけようとする態度を育てることができた。 
 ○レストランで注文をする練習では，友達の言葉に合わせて行動し，互いに協力することができていた。 
 ○友達の意見を聞きながら話し合うことで，思い出したり考えたりすることが苦手な児童も，イメージ 

を膨らませたり学習への意欲を高めたりすることができた。 
 ●発言に対してや話し合いの中で，うなずく，賛同や相違の言葉等，個々の実態に応じて反応する方法 

を身に付けたい。 
 ●隣同士，グループ，教師を介した話し合い等，コミュニケーションの場を広げていく必要がある。 
 ●個々にどのようにすることが協力することになるか，実態に応じて目標を立てる。 
 

仮説３ 「目的意識」をもたせる単元構成をすることで，自ら考え，活動を進めていく力を高めることが

できる。 

 ⑤活動のゴールを示し，そこまでの過程の明確化や視覚化をする。 

○自分や友達の得意なことを活かす役割や場を，調べ学習や発表の中で取り入れることによって,どの子も

「目的意識」をもって活動することができた。 

 ○単元の始めの課題提示の場面で，児童の興味・関心を高める資料提示や場面を設定することで，学習への

意欲を高めることができた。 

 ●教師の発問が児童の理解できない言葉を使用していないか見直し，一人一人がイメージをもてるわかり

やすい言葉を使うようにすることが，自ら考え活動を進めていくために必要である。 

 ●繰り返し学習をすることで，見通しがもてる児童を増やし，リーダーとなって主体的に活動できる児童

を育てたい。 

 ●授業の始めに自分で目標を考えてから学習に取り組み，振り返ることができるようにする。 


