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１

はじめに

部・中学部学習指導要領で求められている観点別学習
状況評価を実施するには，現段階では難しい状況にあ

2017年４月公示の特別支援学校学習指導要領では，

る。さらに，学級担任は，教科指導や実態把握及び評

障害のある子供たちの学びの場の柔軟な選択を踏ま

価の方法は《学校や教師の力量に任されており，拠り

え，幼稚園，小・中・高等学校の教育課程との連続性

所とするものがない》ため，《個々の児童生徒の実態

が重視された。その対応の一つとして，知的障害者で

に合った指導を行うことの困難》を感じており，
《自

ある子供のための各教科等について改善・充実が図ら

分自身の指導に対する不安があった》とある。

れた。具体的には，知的障害者である児童生徒に対す

以上のような学習指導要領改訂の状況と学校現場に

る教育を行う特別支援学校（以下，知的障害特別支援

おける困り感の解消に寄与するため，群馬大学共同教

学校）の各教科において育成を目指す資質・能力は小

育学部附属特別支援学校（以下，本校）では，2019年

学校等と同様に「知識及び技能」
「思考力，判断力，

から特別支援学校学習指導要領解説各教科等編に示さ

表現力等」「学びに向かう力，人間性等」の３つの柱

れた各教科等の内容を基にした実態調査表を作成し，

で示し，各教科でどのような力を育むのかが明確に記

学校Webページで公開している。令和元年度は，一

された。これにより，各教科に示された目標・内容等

部の実態調査表の作成と合わせて「学習指導要項に対

を関連付けて，児童生徒がどのような段階にあるのか

応した各教科の実態把握を活用した授業づくり」
，令

を見定め，より的確な指導目標や指導内容の設定が求

和２年度は「実態把握から学習評価までを見通した各

められることとなった。

教科の授業づくり」をテーマとして実践研究に取り組

しかし，窪田ら（2020）の調査研究によれば，学校

んできた。

として観点別学習状況評価を行っているのは２割程度

また，知的障害特別支援学校数学科の教科指導にお

であり，平成29年４月に公示された特別支援学校小学

ける先行研究として，山元ら（2020）の取組がある。

276

岡田明子・小島靖弘・南雲亮太・木山慶子

それによれば，
「測定」の指導に関して，学習集団の
実態に応じた段階から目標と指導内容を設定し，生活
場面から教材化を図るプロセスをとることで，知的障
害の算数・数学の系統性，特性や発達段階，生活を踏
まえた授業づくりが可能になったという。
以上のことから，本稿では，群馬大学共同教育学部
附属特別支援学校での授業実践，算数科の「かさ」を
扱った単元「くらべてはかろう」に基づき，新学習指
導要領を踏まえた知的障害特別支援学校における各教
を目的とする。

実態調査表の位置付け

図２

科の授業づくりの過程や方法について示唆を得ること
２．２

実態把握から学習評価までを見通した授業づ
くりの過程

２

授業づくりの過程

２．
１

実態調査表

個別の教育支援計画との関連を踏まえ，個別の指導
計画を作成する際に，前述の実態調査の結果を参考に
する。個別の指導計画は１年間を前後期に分けて，各

本校では，自校で作成した実態調査表を用いて実態

教科や各教科等を合わせた指導ごとに目標を設定す

把握を行い，個別の指導計画を作成して授業に取り組

る。小学部，中学部，高等部の各部ごとの年間指導計

んでいる。

画に基づき，教科や指導形態ごとに，時期，指導内容
などを個別に設定する。
本校における授業づくりの過程は，図３のように考
えている。授業を構想する際には，実態調査表の結果
だけでなく，当該領域以外の実態やその子の特性，興
味や関心，日常生活や学習の様子なども踏まえ，学習
活動や支援を決定する。

図１

実態調査表の一部（本校作成）

図１は，使用している実態調査表の一部である。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）及び知的障害者教科等編（高等部）に示され
た，段階，段階の目標，内容に記載された指導事項注）
はそのまま記載し，調査項目は解説文を参考に本校に
おいて作成した。各調査項目下の空欄には調査時の実
際の姿を記述していく。
また，実態調査表は図２のように位置付けている。
まず，年度当初（実際には前年度末に原案を作成して
いる）の個別の指導計画作成時に活用する。そして，
各単元を実施する際，単元の構想時に具体的に指導す
ることを定める，実践の最中では子供の姿から支援や
活動を見直す，何がどこまでできたかを評価するとい
うような各場面において活用する。

図３

授業づくりの過程
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２．
３

３観点での目標設定

新学習指導要領を踏まえた教科の授業づくりにおけ

表１ 「測定」に関する児童の指導段階等（指導案一部）
児童

るポイントの一つに，
「知識・技能」
「思考力・判断

び指導事項は表１のとおりである。

知識・技能の指導段階
思考・判断・表現の指導段階

他領域の学習の様子、指導
上参考となる事柄

Ａ

小３段階Ｃア（ア）㋐
小２段階Ｃア（イ）㋐

合わせる意味理解あり、足
し算ができる。

目標設定をし，各段階の目標及び粘り強い取組や児童

Ｂ

小３段階Ｃア（ア）㋐
小２段階Ｃア（イ）㋐

50までの数の大小を数字で
判断できる。

生徒が自ら学習を調整する姿や学習活動に即した具体

Ｃ

小１段階Ｄア（ア）㋑
小１段階Ｄア（イ）㋑

差がある大小、多少が直感
的に分かる。

Ｄ

小２段階Ｃア（ア）㋑
小２段階Ｃア（イ）㋐

大きい、多いと言葉にする。

Ｅ

小２段階Ｃア（ア）㋑
小２段階Ｃア（イ）㋐

15程度数えることができつ
つある。

Ｆ

小３段階Ｃア（ア）㋐
小２段階Ｃア（イ）㋐

30程 度 の 数 を 正 確 に 数 え
る。

力・表現力」「主体的に学習に取り組む態度」の３観
点での目標設定があげられる。そこで，実態調査表を
基に「知識・技能」と「思考力・判断力・表現力」の

的な姿から「主体的に学習に取り組む姿」の目標設定
をすることとした。
また，目標の乱立を避けるため，これらを一文で表
記することとした（図４）
。

学習集団としての実態は次のとおりである。
長さについての学習経験はあるが，「かさ」につい
ての学習経験は少なく，日常生活の場面で「かさ」を
比べようとする姿はあまり見られない。これまでの学
図４

３観点での目標設定

習の中で，長さの直接比較や間接比較について取り組
み，理解度に差はあるが，直接比較や間接比較の方
法が分かりつつある。また，学習を生かし，日常生

２．
４

働かせたい見方・考え方の具体化

活の中でも長さを比べようとする様子が見られるよう

新学習指導要領を踏まえた授業づくりにおけるポイ

になってきている。極端に量が異なる物に対して直感

ントの二つ目は，
「教科による見方・考え方」を働か

的に量の多少について判断することができる一方で，

せて学習活動に取り組むことであると捉え，単元の指

実際に量ったり，比べたりしようとすることはないた

導計画に位置付けることとした。その際，その単元で

め，予想と実際の多少の結果が異なっていても気にす

働かせたい見方・考え方を具体化して単元計画の初め

る様子は見られない。数を一つずつ正確に数えること

に位置付けた。

ができるようになってきている児童が多い。理解でき

算数科における「数学的な見方・考え方」は，学習

る数の範囲が広がってきているが，単位が付くとどの

指導要領解説（文部科学省，2018）において，
「事象

くらいの量なのか分からなくなってしまったり，数字

を数量や図形及びそれらの関係などに着目して捉え，

を見て大小を比べることが苦手だったりと数と量を結

根拠を基に道筋を立てて考え，総合的・発展的に考え

びつけて考えることは難しい児童が多い。

ること」と整理されている。これを受けて，本稿の単

以上のように，指導段階だけを見ると児童Ａ，Ｂ，

元「くらべてはかろう」では，
「水があふれる様子や

Ｆは同じであるが，他領域の学習の様子等は異なって

水面の位置に着目したり，容器の大きさや高さを比べ

おり，次の目標設定にそのことが反映されている。

たりして，かさの多少を判断すること」とした。
３．２
３

授業の構想

３．
１

児童の実態

本単元の学習集団は，５年生３名，６年生３名の計

本単元の目標

単元の目標は，実態調査表に基づく指導事項に加
え，学習経験や学習の様子，他領域や日常生活の様子
などを参考にして設定する。それぞれの児童の単元の

６名で構成されている。本単元に係る６名の個々の学

目標は以下のとおりである。

習指導要領（文部科学省，2017）における指導段階及

児童Ａ

水を移し替えて量を比べ，比べた水の量につ
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いて友だちと「多い」
「少ない」の用語で伝
え合うことができる。
児童Ｂ

児童Ｃ

高さに着目しやすくするために，積み木とケースを

友だちや教師の比べ方を模倣し，容器を並べ

教材として用意した。また，児童の授業中の発言を記

て水の量を比べ，
「多い」
「少ない」を伝え合

録・掲示し，児童の思考を視覚化するためにつぶやき

うことができる。

シートとして示した。

移し替えた時の水の様子や水面の位置を見比
べて，多少を判断することができる。

児童Ｄ
児童Ｅ

児童Ｆ

（２）支援及び教材

（３）児童の姿

水面の位置を見比べて，一方の量を基に「多

第４時頃には，積み木の一番上を見て比べるとよい

い」
「少ない」を言葉で表すことができる。

ことが分かり，「こっ

水を移し替えたり，水面の位置を見比べたり

ちが高い」
「こっちは

して，一方の量を基に多少を判断することが

低い」と高さを比べ合

できる。

う姿が見られるように

水を移し替えて量を比べ，比べ方や多少を判

なってきた。（図５）

断した理由について伝えることができる。
３．
３

図５

積み木の高さ比べを行う中で，見られた児童のつぶ

単元の計画

単元の指導計画は表２のとおりである。

やきの一部を表３に示す。

本単元における見方・考え方「水があふれる様子や
水面の位置に着目したり，容器の大きさや高さを比べ
たりして，かさの多少を判断すること」を働かせなが
ら学ぶことを重視した。
表２

積み木の一番上を見る

単元の指導計画（指導案一部）
主な学習活動

時数

１次

○積み木を積んで「高い」
「低い」を比べる。
○積み木の数を数えて多い，少ないを比べる。
（積み木の高さ比べゲーム）

8

２次

○同じ大きさの容器に入った水の高さを基に
「かさ」を比べる。
○教室内の４カ所の測定場所で直接比較や間接
比較を行い，多少についての問いに答える。
（水集めゲーム）

14

３次

○身の回りにある容器の「かさ」を量り，たくさ
ん入るものランキングを作る。

3

表３

つぶやきシートより

つみきのたかさをくらべよう

これおなじだ

○○くんのほうがひくい

まっすぐだとおなじ

○○くんのほうがもっとひくい

これひくくない

○○さんがたかい
ひくい

ぼくのほうが
かい

△△くんが

○○くんがいちばんたかい

ぼくのもひくい

○○さんのほうが

ここをみた

たかい

ちょっとた

しかし，積み木の一番上以外の部分を見て比べ，高
い，低いについて間違えることもあった。
（４）授業者の考察
以上のような姿から，「高い」「低い」の言葉と意味
が一致しつつあるが，着目する位置がずれてしまうこ
とがある。そこで，第２次では，水面の位置に着目で

４

授業の実際及び授業者の考察

４．
１

きるように，「見る見るテープ」を用意する必要があ
ると考えた。

第１次：第１～８時
「積み木の高さ比べゲーム」

（１）教師が重視したこと
第１次において，教師が重視したことは，児童が，
積み木の一番上の位置に着目して，
「高い」
「低い」の
言葉を用いて比べることである。

４．２

第２次：第９～14時
『同じ大きさの容器を使った「かさ」くらべ』

（１）教師が重視したこと
第２次前半において，教師が重視したことは，児童
が，水面の高さの高低と水の量を結びつけられるよう
にすること及び水面の高さを見て「多い」「少ない」
を判断できるようにすることである。
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（２）支援及び教材

いっぱいにならない様子

水面の高さが意識できるようにするために，「見る
見るテープ」と「比べる棒」を用意した（図６）
。ま

から多少を比べることと
した（図８）。

た，水面を見やすくするため着色した水を使用する
ことにした。量以外の要素で「かさ」を比べること
なく，量に着目

図８

して活動できる

直接比較

ように，水の色

二つ目は，同じ大きさ，同じ形の容器に移し替えて

は固定せず，水

「かさ」を比べること（間接比較）である。本単元に

色、緑色など毎

おける間接比較は，

時間変化させ

共通の容器に水を移
図６

た。

使用した教材

し替え，その高さを
基に多少を比べるこ

（３）児童の姿

ととした（図９）。

底面積の異なる同じ形の水槽に入った高低の異なる
水を移し替えることで，量の違いを体感することがで
きた（図７）
。

図９

間接比較

（２）支援及び教材
第２次後半においても，見る見るテープ，比べる
棒，着色した水を教材として使用した。また，学習内
容の定着を図るために，容器を見て多少を予想した
り，判断したりした理由を尋ねる支援を行うことにし
た。

図７

水を移し替えて量を体感する

（３）児童の姿
お魚をすくう（救う）という目的に向かって，繰り

水面の位置にテープで印を付けることで，その高
さの違いから「多い」
「少ない」を判断できるように
なってきた。しかし，まだ「多い」
「少ない」を間違
えることがある。

返し水集めゲームを行う中で，「多い」「少ない」を正
確に判断できるようになってきた。
しかし，「多い」「少ない」を予想できるが，どうし
てそう思ったかは答えられないという姿であった。

（４）授業者の考察
以上のような児童の姿から，多少を判断した理由を
尋ねることが、学習内容の定着につながると考え，第
２次後半ではかかわる全ての教師が必ず尋ねることに
した。
４．
３

図10

見る見るテープと比べる棒で比べる

第２次：第15～22時
「水集めゲーム（お魚をすくえ）
」

（１）教師が重視したこと

（４）授業者の考察
以上のような姿から，既習の学習内容を生かして予

第２次の後半で教師が重視したことの一つは，一方

想する姿が現れると，今後の生活場面でもより広く活

の量を基に，多少を決めること（直接比較）である。

用することができるのではないかと考えた。また，こ

本単元における直接比較は，一方の容器の水を他方の

れまでは，教師が用意した共通の容器を使って比べて

容器に移し替え，その際の水があふれる様子や，容器

いたが，生活の中で学んだことを生かせるようにする
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ためには，自分たちで共通の容器を選んでから比べる
ことができると良いと考えた。

４．５

単元中及び単元後の児童の姿

本単元及び単元後において，次のような児童の姿が
見られた。

４．
４

第３次：第23～25時
『さまざまな容器の「かさ」くらべ』

（１）教師が重視したこと

積み木の高さ比べから水の高さに移行したことで、
どこに着目すると高さの違いが分かるのかが分かり、
水面を指差して「こっちが高いから多い」とつぶやく

第３次では，学んだことを生活の中で生かせるよう

姿が見られた。また，第１次で「多い」
「少ない」の

にするため，身の回りの容器の「かさ」を自分なりの

言葉の学習をした後から、給食で配膳されたわずかな

方法で比べることとした。

量のスープを見て，
「すくない！」と声に出して驚く
姿があった。これまで，
「いっぱい」
「たくさん」
「お

（２）支援及び教材

おきい」など、量の伝え方がばらばらであったが、単

教材としては，児童の身の回りにある様々な容器を
用意した。これまでに使った教材を必要に応じて使え
るように準備した。

元後、「多い」「少ない」と量についての伝え方が統一
した。
また，６名の児童で繰り返し比べる活動を行ったこ

また，容器の「かさ」を比べる際にまずは予想する
活動を設けることとした。
（３）児童の姿
６名の児童それぞれが，自分で選んだ形の違う二つ

とで，高さ比べ、
「かさ」比べで基準（端）をそろえ
て比べることが定着した。

５

まとめ

の容器いっぱいに色水を入れ，同じ形の容器に移し替

以上のような授業実践を公開研究会において公開

えて，水面の高さの違いからどちらが多いかを決める

し，授業者の考察や参会者の意見，複数回にわたる授

ことができた。指導段階が小１段階のＣ児も，学習を

業参観をした研究協力者の助言を基に以下のように考

積み重ねる中で，同じ容器に入れた水の水面を見て赤

察した。

いテープを貼るこ
とができるように

５．１

授業づくりの過程

な っ た り，「 多い

新学習指導要領に対応した実態調査表を用いて，個

のはどっちかな」

別の指導計画や単元計画を立案したことによって，根

の問いかけに多い

拠をもって目標や内容を設定することができるように

方を選ぶことがで

なった。また，実態調査表に基づく指導段階及び指導

きるようになった

事項に加え，学習経験や学習の様子，他領域や興味・

りした（図11）
。

図11 「かさ」比べをするＣ児

関心，日常生活の様子などを参考にして，
「知識・技
能」「思考力・判断力・表現力」「主体的に学習に取り

また，ジュースなどの飲み物の容器いっぱいに色水

組む態度」の３観点で目標を設定したことにより，児

を入れ，これま

童一人一人が単元で何を学ぶかを具体的に示すことが

で学んだ方法で

できるようになりつつある。このように具体的な姿で

同じ形の容器に

示した目標があることで，学習活動や支援の設定や見

移し替えて，少

直しをすることにつながり，授業づくりの重要な柱と

ない順に並べる

なった。研究協力者から，
『実態把握において，教科

ことで，
「かさ」

にかかわる指導段階や指導事項だけでなく，学習経験

ランキングを作

や学習の様子，他領域や興味・関心，日常生活の様子

ることができた
（図12）
。

図12 「かさ」ランキング

などの関連する要素を踏まえることで，「足場」がで
きていない子供に対して次なる目標にかかわる作業を
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提示しなくなり，子供が混乱することを防ぐことがで

ける教科指導に有効であることが示唆された。

きた』との助言を得た。

今後は，このような実践を重ねて各教科の系統的な

働かせたい見方・考え方を具体化して単元の指導計
画に位置付けたことは，児童に着目させたい事柄が明

指導について実践を蓄積し，子供達が教科での学びを
生かして課題解決する力を高めていきたい。

確になり，支援や教材を適切に工夫することにつな
がった。本単元では，働かせたい見方・考え方を「水

注

があふれる様子や水面の位置に着目したり，容器の大

特別支援学校学習指導要領では，知的障害特別支援学校の各

きさや高さを比べたりして，かさの多少を判断するこ

教科等の内容等の取り扱いについて，「各教科の各段階に示す

と」とした。このことが，教材「見る見るテープ」や

内容を基に，児童または生徒の知的障害の状態や経験等に応じ

「比べる棒」を生み出し，児童が主体的に学び，気付

て，具体的に指導内容を設定するものとし（後略）」と示して

き，思考する姿につながった。

いる。そこで，個別の指導内容との混乱を避けるため，各段階
に示された内容において、「次の事項を身に付けることができ

５．
２

授業づくりの方法

るよう指導する」以下に示された事項を指導事項とした。

知的障害特別支援学校における教科の授業では，教
科の要素をそのまま切り取って提示しても参加しにく

付記

い子供もいる。そこで，
「積み木の高さ比べゲーム」

本稿の執筆者４名の役割は次のとおりである。筆頭著者は岡

や「水集めゲーム（お魚をすくえ）
」など45分のまと

田，授業実践者は小島，授業づくり及び指導補助は南雲，執筆

まりをつくる「活動」を中心に据えている。このこと

指導は木山が務めた。

は，特別支援学校学習指導要領解説に示された「数学
的活動」の（ア）身の回りの事象を観察したり，具体
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