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B 部門 部

ポイント

・生徒にわかりやすく端的な文章とする。
・文章の後ろにチェックボックスを付け、自
分でできることに〇を、難しいことに△をつ
けながら、学習する。
・文章は、一文ずつ、生徒に読ませる。

5月28日　学校再開前に、生徒が登校した際に、病弱教区部門全体で、指導した。

この教材の前に、PowerPointで、今、社会で、行っている「新しい生活様式」について説明し、

学校で、病弱教育部門で、できることを「学校の新しい生活様式」として説明した。この「学校の新し

い生活様式」を協力して続けていけば、感染の予防につながることを伝えた。最後に、日本赤十字社作

成の「ウイルスの次にやってくるもの」を視聴し、「恐怖」は、誰の心の中にもいること。感染の有無

にかかわらず、お互いを思いやることが大切だということ。を伝えた。

　　教材の使い方、指導の実践例など

対象となる児童・生徒

ねらい

・学校再開にあたり、新しい生活様式を知る。
・自分で新しい生活様式で生活できるか考える。
・お互いを思いやって生活する大切さを理解す
る。

継続した医療や生活規制が必要な生徒
平日は学校併設の寄宿舎（看護師常駐）で
生活している。疾患により感染症予防対応
により登校自粛をする生徒もいる。

教育課程準ずる

B部門 中高 学部

( 6 -11 )

　　　　　　学校の新しい生活様式
　　　　　　　　　　　　　　　～思いやりの気持ちで行動しよう～

主幹教諭 岡田　典子小学



B 部門 部

全 学部

( 6 -12 )

Google翻訳で外国語の本を読もう
 ～フランス語の「星の王子さま」にチャレンジしよう！～

主任教諭 吉田あけみ小学

ポイント

・Google翻訳はいろいろな言語で試せる。
・外国語のWEBページでも翻訳ソフトを使う
ことである程度の意味が理解できる。

①翻訳ソフトの日本語訳をよく読んで意味が分かるか、確かめる。分かりにくい場合、ど
うしたらわかりやすいか書いてみる。
②フランス語→英語→日本語とフランス語→日本語を比べてみる。
③翻訳ソフトによる日本語訳と翻訳者による日本語訳をくらべて、気づいたことを話し
合う。
④コピー＆ペーストで、フランス語のテキストを英語、ドイツ語、イタリア語、中国語、韓
国語、アラビア語など、児童・生徒の関心のある国の言語の翻訳でも試してみる。
⑤Ｙｏutubeなどで音読の音声を探したり、翻訳サイトの読み上げ機能を活用して、フラ
ンス語の音声や翻訳された言語の音声を聞いてみる。
⑥日本語と外国語の違いについて気づいたことを話し合う。

　　教材の使い方、指導の実践例など

対象となる児童・生徒

ねらい

・英語以外の外国語にも関心を持つ。
・世界のさまざまな言語の文字に触れる。
・日本語と外国語の違いに気づく。
・日本語の文章を分析する。
・日本語の文章表現を工夫する。

・小学部から高等部までの準ずる課程の児
童・生徒

（　　　学習グループ）

教育課程準ずる

B部門

私が6歳の時、私はかつて、処女の森に関する本の中で壮大な

画像を見ました。

リアルストーリーと呼ばれていました。それは獣を飲み込むボ

アヘビを表しています。これが図面のコピーです。

それは本の中で、「ボアのヘビは獲物を噛まずに丸ごと飲み込

む」と述べています。それから彼らは

もはや動くことができず、消化の6か月間眠ります。」

Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry

I

Lorsque j'avais six ans j'ai vu, une fois, une magnifique

image, dans un livre sur les forêt vierge qui s'appelait

Histoires vécues. Ça représentait un serpent boa qui avalait

un fauve. Voilà la copie du dessin.

On disait dans le livre: «Les serpents boas avalent leur

proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite ils ne peuvent

plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur

digestion.»

The little Prince
When I was six years old I saw, once, a 

magnificent image, in a book on the 
virgin forest which was called Real 
Stories.

It represented a boa snake swallowing 
a beast. Here is the copy of the drawing.
It said in the book: "Boa snakes swallow 
their prey whole, without chewing it." 
drawing number 1. It looked like this:

내가 여섯 살이었을 때 나는 원시림에 관한

책에서 웅장한 이미지를 본 적이 있습니다.

Real Stories라고 불렀습니다. 그것은 짐승을

삼키는 보아 뱀을 상징했습니다 . 다음은

그림의 사본입니다.

책에 이렇게 적혀 있습니다 . "보아 뱀은

먹이를 씹지 않고 통째로 삼킨다." 그리고

그들은

더 이상 움직일 수없고 소화가 된 6 개월

동안 잠을 잘 수 있습니다.

Когда мне было шесть лет, я однажды
увидел великолепный образ в книге о
девственном лесу, который назывался
"Реальные истории". Он изображал
удава, проглотившего зверя. Вот копия
рисунка. В книге сказано: «Змеи удавы
заглатывают свою добычу целиком, не
пережевывая ее». Затем они больше не
могут двигаться, и они спят в течение
шести месяцев переваривания пищи ».

当我六岁的时候，我在一本关于原始森林的书中看到了一个宏

伟的图像。

被称为真实故事。

它代表一条吞噬野兽的蟒蛇蛇。这是图形的副本。

书中说：“蟒蛇吞没了它们的整个猎物，却没有咀嚼它。”

然后他们再也不能动弹了，在消化的六个月里就睡觉了。”



B 部門 部

選択地理Ｂ

高 等部

( 6 -13)

　　　　　　　　立体世界地図を作ろう
　　　　　　　　　　　　　　～地図帳から紙粘土へ～

主任教諭 川口　尚人中学

①視覚的な捉え方が苦手な子が楽しみながら理
解できる。
②形がとりにくいので、拡大カラーコピーした地
図を透明シートではさんで形作った。
③仕上げに青色画用紙を敷いて、ポスカで主要
な地名や海流名を書き入れて完成。海ができる
とやっと地図としてのイメージができてきた。

ポイント

　　教材の使い方、指導の実践例など

対象となる生徒

ねらい

・地図帳をよく見て、陸地の形や海洋の広さ
や海流を意識する。
・地図の形や高度をできるだけ忠実に再現
しようとする。

　・社会科（地理）の学習で地図の見方が苦
手な児童・生徒
・粘土作業や色塗りが好きな児童・生徒

（　３学年　）

教育課程準ずる

B部門

①地図に重ねて紙粘土を形作る

②粘土を１日乾かして、水彩絵の具で地図と同じように色（黄土色と

黄緑色）を塗る。

③絵の具が乾いたらポスカで細かい地名や国境線を描いて仕上げ。

④海に見立てた色画用紙の上にもポスカで海名や島名、海流名を描い

て完成。



B 部門 部

ポイント

・「実践障害児教育」2019年4月号付録のト
レーニング表（PDFファイル）を活用
・スライドショー動画で取り組みやすくする。
・生徒自身がメニューを取捨選択。動画編
集を自分で行い、主体的な活動を展開

①あらかじめ教師がスライドショー動画のサンプルを作成

（出典：学研「実践障害児教育」2019年4月号付録「10分間体幹トレーニング」表）

②教師の作ったフルメニューの動画で生徒がトレーニングを体験

③PDFファイルのメニュー一覧表を用い、生徒が自分に合わせて取捨選択

④KeynoteまたはPowerPointでスライドを編集

⑤iMovieまたはフォトでスライドショーを動画にして編集（BGMも追加）

⑥自分で作成した動画を使ってトレーニング（10分間体操）を実施

⑦「日々の取組 自己評価シート」で取組状況を毎週チェック

⑧Excelで自己評価を集計→グラフ化（振り返りと見直しのサイクル）

　　教材の使い方、指導の実践例など

対象となる児童・生徒

ねらい

・自分に合ったトレーニングメニューを作り、
日常的に取り組む
・ＩＣＴ活用能力を高める

・パソコンやタブレット型端末の基本操作を
習得
・プレゼンテーションソフトや動画編集ソフト
の仕組みを理解

（　　　学習グループ）

教育課程準ずる

B 部門 中 学部

( 6 -14 )

10分間体操用ビデオ
 ～生徒自身が自分専用のメニューを作成～

指導教諭 外山世志之中学



B 部門 部

ポイント

・生徒は（　　）の中の言葉だけ考えればよ
いよう提示する。
・質問に対し、ALTがYES（もしくはNO)と答
えたら１ﾎﾟﾝﾄゲット！と、ゲーム形式にす
る。

①生徒が重要構文を使ってALTに質問する
　

② ALTがYes(or No)と答えたらポイントゲット！
※食べ物などYesを導き出すことが簡単な場合は、
　「Noで１ポンイトルール」にする

　　教材の使い方、指導の実践例など

対象となる児童・生徒

ねらい

・ゲームを通して、楽しみながら重要構文を
習得する。
・ALTとQ&Aのやりとりをしながら、英語コ
ミュニケーション力をつける。

・英語でALTとコミュニケーションすることに
は意欲的だが、フリーカンバセーションの段
階にはいたっていない生徒。

（　　　学習グループ）

教育課程準ずる

B 部門 高 等部

( 6 -15 )

ALTに質問しよう!!
 ～ゲームを楽しみながらコミュニケーション力を伸ばす～

主任教諭 阿部美奈子高等

（ ）内の言葉だ

け考えれば良いか

ら参加しやすい

ALTからNOを引き出すために、なるべく、珍しい食べ物を

考えるなどしてクラスが盛り上がったことも！！

・現在完了の例： Have you ever been to(      )? ～に行ったことありますか?

・受動態の例：Is (      ) eaten in Canada? ～はカナダで食べられていますか?

ワーク

シート

受動態

現在完了



B 部門 部

高 等部

( 6 -16 )

　　　　　　　　　　作品発表会
　　　　　　　　　　　　　　　～自分の作品を振り返る～

教諭 田中　幸子高等

ポイント

自分の作品についてクラスメイトからメッ
セージもらい、自分では分からなかった作
品の良いところに気が付くことに繋がった。
また、他者の作品を真剣に見る様子があっ
た。

　

　　教材の使い方、指導の実践例など

対象となる児童・生徒

ねらい

他者の作品の良い点を見つけたり、クラスメ
イトから自分の作品の感想を聞き、作品を

振り返り達成感を味わえるようにする。

家庭科の作品を作った経験がある生徒とあ
まりない生徒がいた。基本をしっかりと学習
しながら進めることが必要な生徒。

教育課程準ずる

B部門

作品が出来上がった時に、振り返りシート

で自分の作品をまとめ、工夫した点などを一

人一人発表しました。その後、自分の机の上

に作品を展示して、お互いに鑑賞し合い、感

想を伝えました。

自分の作品を振り返り、お互いに作品の感

想を交換することで、他者の作品に興味をも

ち、自分の作品の感想を聞くことで、改めて

自己評価することに繋がりました。



B 部門 部

中 学部

( 6 -17 )

映像づくり
　～協力して作ってみよう～

教諭 中村　麻衣子高等

ポイント

・お互いに友だちに合わせるというのは、ス
トレスだったに違いないが、出来上がった時
の満足感は味わえたようである。
・なるべく傷つかないように落としどころを誘
導していった。

・ワークシートを元にお互いに映像でしてみたいことを話し合う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
・経験の少なさのゆえ、普段目にするアニメーション並みのことが自分たちにもできると思ってしまっていたの
で、自分たちのできることを実技を通して改めて確認する。その上で試作を繰り返し、出来上がりをイメージす
る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
・イメージがかたまったら、作業の分担をして制作を進める。それと同時にイメージに合う音楽を探す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
・できた絵を撮影し、パソコンに取り込み編集する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
・編集したものを全員で見て、意見を出し合い、さらに編集をするというのを繰り返し、仕上げる。

　　教材の使い方、指導の実践例など

対象となる児童・生徒

ねらい

生徒同士のコミュニケーション能力を育て
る。

あらゆる経験が少なく、障害特性もあり、自
分のできること・できないことの判断が難し
かったり、他人と協力して制作するのが難し
かったりする生徒

教育課程準ずる

B部門



B 部門 部

中 学部

( 6 -18 )

　　　　　　調べよう！発表しよう！
　　　　　　　　　　　　　　　～離れていても、一緒に学び合う～

主幹教諭 三屋　みどり高等

ポイント

・パワーポイント・teams・zoomを利用
・生徒の調べ学習進捗状況を指導者がリモート
で
　把握できる。
・生徒同士が意見を交換できる。

「生徒の学習の流れ」

・授業で「国会の仕事」立法とは何かを学習する。
・憲法の条文を読み解き、憲法が「国の最高法規」であることを確認する。
・現代社会で課題となっていることを、インターネットを使って調べる。
・必要な法律を考えて、パワーポイントにまとめる。
・作成したものを、teamsで共有する。
・zoomで、生徒同士の発表を見合い、意見交換する。
・まとめ

　　教材の使い方、指導の実践例など

写真を載せてください。

全国に配布されるので、個人情報の確認を。

複数枚の掲載可。

対象となる児童・生徒

ねらい

公民分野の「私たちの生活と政治」を学び、
政治が私たちの生活に深くかかわっている
ことを理解し、身近な課題について考察す
る。

約2年半、一緒に学んだ生徒たちですが、
一人の生徒は学校で、一人は自宅でオンラ
インで授業を受けています。

（　　　学習グループ）

教育課程準ずる

B部門

(例) 国会（立法権）」

の学習

『法律を作ってみよう』

新しい法律

を考案



B 部門 部

中高 学部

( 6 -19 )

動物と比較して考える生活習慣
～生態を知り、正しい生活習慣を考える～

教諭 宮下　拓士高等

ポイント

・動物の特殊な生態について知ることで人
間の生態に興味をもつようになった。

・生活習慣と健康の関連性を実感できる。

・保健座学の導入で使う。クイズ形式で「食事・運動・睡眠」が動物の健康状態にどの程度影響を与
えているか考える。
（パワーポイント）

〇動物は生態によって生活習慣が
決まっている。人間にとって正しい
生活習慣について考えるきっかけに
する。

〇動物の生態から「食事・運動・
睡眠」は、相互に影響し合って
健康状態を維持していることを
知る。

　　教材の使い方、指導の実践例など

写真を載せてください。

全国に配布されるので、個人情報の確認を。

複数枚の掲載可。

対象となる児童・生徒

ねらい

動物の「食事・運動・睡眠」と健康の関連性
について提示し、その動物と人間を比較す
ることによって、人間の正しい生活習慣につ
いて考える。

・前籍校復帰に向けて、生活習慣の改善と
健康管理に取り組んでいる。
・健康状態や病気を自分自身で把握・管理
できるようになる必要がある。

（　　　学習グループ）

教育課程準ずる

B部門



S 部門 部

知的代替および

ポイント

　学習指導要領小学部国・算の第２段階の
指導内容と、自立活動の指導内容をリンク
させた表になっています。

　実践例：上記の指導内容表から、生徒の実態に合わせて、以下のような課題を設定していった。

　　　　　　　【同じの概念形成：写真の理解から、シンボルへの理解へ】

①写真を使って、　　　　②イラストを見て、　　　③写真とシンボル　　　　　④シンボルカード

　要求を伝える。　　　　　意味がわかる。　　　　が同じことがわかる。　　　での要求へ。

　　教材の使い方、指導の実践例など

対象となる児童・生徒

ねらい

　児童・生徒の認知課題の設定に対して、
「次の課題は何だろう？」と迷っている若い
先生方のヒントになることを目的に言語部
会で作成しました。

　学習指導要領の小学部国・算第２段階の
学習課題を学習している全児童・生徒に対
して適用することができます。

教育課程自立活動を主とする

S部門 全 学部

(  6 -20 )

　　　　　　　　次の課題は何だろう②
　　　　　　～小学部国語・算数第２段階の指導内容の段階表～

主幹教諭 小澤　奈緒美小学

大まかな、次の課題設定を、こ

の表を見ながら考えます。

写真 から 同じ意味のシンボルの

理解へ移行する過程を、課題として

スモールステップで学習しました。↓


