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は じ め に

自閉症・情緒障害特別支援学級においては、平成 21 年 2 月 3 日付けの文部科学省通知
によって、従前の情緒障害特別支援学級から自閉症・情緒障害特別支援学級と名称を変更
したことで、さらなる自閉症教育の充実が求められると考えている。
何故なら、現在、自閉症・情緒障害特別支援学級には、自閉症のある児童生徒が相当数
在籍していると推測できるからである。
本研究所が平成 18 年度に実施した当時の情緒障害
特殊学級の実態調査では、小学校で約 75％、中学校では 60％が自閉症のある児童生徒の在
籍であったという結果を示している。さらに、同調査では、中学校卒業後の進路状況につ
いても過去 3 年間の状況を調べているが、それによると、60～70％程度の生徒が特別支援
学校に進む状況の中で、全日制の高校への進学も 20％程度に及んでいることが明らかにな
っている。
また、近年、自閉症・情緒障害特別支援学級は毎年 5,000 人程度の在籍者数が増加し、
学級数も 1,000 学級程度増加している状況である。このような現状を踏まえると、当然で
あるが自閉症・情緒障害特別支援学級を担当する教員も増加し、十分な経験を積んでいる
教員ばかりとはいえない実態がある。
本書は、平成 22 年度～23 年度に実施した専門研究Ｂ（重点推進研究）
「特別支援学級に
おける自閉症のある児童生徒への国語科指導の実際－習得状況の把握と指導内容の編成及
び実践を中心に－」(本研究課題名は、開始当初の「特別支援学級における自閉症のある児
童生徒のカリキュラムアセスメント(仮称)に基づいた教育課程編成の実証的研究」を改変
したものである)の別冊である。
別冊にした理由は、上記の現状を踏まえ、同じ自閉症・情緒障害特別支援学級の経験豊
かな諸先生方の実践を十分に活用して頂きながら、特別支援学級における特別の教育課程
編成に関する基本的な理解、自閉症・情緒障害特別支援学級に在籍する自閉症のある児童
生徒の特性や実態の把握方法、そして各教科の基本となる国語科指導の一助になることを
願っているからである。

研究代表者 教育情報部上席総括研究員 廣瀬 由美子
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⥄㐽∝ߩࠆఽ┬↢ᓤߦኻߒߡޔᣂቇᐕߩ࿖⺆⑼ᜰዉౝኈ╬ࠍ✬ᚑߔࠆߚߦޔ೨ᐕᐲߦ
ታᣉߒߚ࿖⺆⑼ቇ⠌ߩ⠌ᓧ⁁ᴫߦߟߡ⹏ޔଔⷙḰߦᾖࠄߒߡᛠីߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡ
ࠆޕ
ᜰዉౝኈߩ⠌ᓧ⁁ᴫࠍ෩ኒߦ⹏ଔߒᛠីߔࠆߩߥࠄ⥄ޔ㐽∝ᖱ✜㓚ኂ․ᡰេቇ⚖ߢ
⁛⥄ߦ࿖⺆⑼ߩ⹏ଔၮḰࠍᚑߒౕߩߘޔ⊛ߥ⹏ଔၮḰߦᓥߞߡఽ┬↢ᓤߩ㆐ᚑ⁁ᴫࠍ
ᛠីߔࠆߎߣߪ㊀ⷐߢࠆߣ⠨߃ࠆ⹏ޔߒ߆ߒޕଔၮḰߩࡌ࡞ߢߪޔᄙ᭽ߥ⁁ᘒࠍ␜
ߔ⥄㐽∝ߩࠆఽ┬↢ᓤߦኻᔕߒߚࠕࠬࡔࡦ࠻࠷࡞ߩᚑߪ㔍ߒߣ⠨߃ࠄࠇߚޕ
ߘߎߢ⎇ᧄޔⓥ߇ឭ᩺ߒߡࠆ࿖⺆⑼ቇ⠌⹏ଔࠪ࠻ߪ⥄ޔ㐽∝ᖱ✜㓚ኂ․ᡰេቇ
⚖ߩᜂᒰᢎຬ߇ޔ☋ߔࠆ⥄㐽∝ߩࠆఽ┬↢ᓤߦኻߒߡޔ࿖⺆⑼ߩᜰዉౝኈߦ㑐ߔࠆ⠌
ᓧ⁁ᴫߩ߅߅ࠃߘࠍᛠីߔࠆߎߣࠍᗧ࿑ߒߡᚑߒߡࠆ߽ߩߢࠅޔቇᐕᧃߩ✚⊛ߥ
⹏ଔߣߒߡᝒ߃ߟ߆ޔᰴᐕᐲ߳ߩᜰዉౝኈ╬ߩ✬ᚑߦ↢߆ߔߚߩ࠷࡞ߣ⠨߃ߡࠆޕ
 

㧞㧚࿖⺆⑼ቇ⠌⹏ଔࠪ࠻ߩో
એਅߪޔ࿖┙ᢎ⢒╷⎇ⓥᚲ  ߇ឭ᩺ߒߚዊቇᩞ 㨪 ᐕޔ㨪 ᐕޔ㨪 ᐕޔਛቇ
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ߦޠߣߎ⺒ޟ㑐ߔ
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㧔㧝㧕
ߣߎߔޟ⡞ߊߎߣߦޠ㑐ߔࠆౝኈߩ߹ߣ߹ࠅ
ዊቇᩞ
╙䋱ቇᐕ䈶╙䋲ቇᐕ

ዊቇᩞ
╙䋳ቇᐕ䈶╙䋴ቇᐕ

ዊቇᩞ
╙䋵ቇᐕ䈶╙䋶ቇᐕ

ਛቇᩞ
╙䋲ቇᐕ䈶╙䋳ቇᐕ
ᐢ䈇▸࿐䈎䉌㗴䉕᳞䉄䋬
⋧ᚻ䈮ᔕ䈛䋬⚻㛎䈚䈢䈭䈬
りㄭ䈭↢ᵴ䈮䈍䈔䉎㗴䈮
⋧ᚻ䉇⋡⊛䈮ᔕ䈛䋬⺞䈼䈢 䈱⚵┙䈩䉕Ꮏᄦ䈚䈩䈠䈉
䉕Ꮏᄦ䈚䈩䈠䈉䈫䈚䈢䉍⋧
䈮䈧䈇䈩䋬ᨩ䈱㗅ᐨ䉕⠨䈋
䈧䈇䈩㑐ᔃ䉕䉅䈤䋬⥄ಽ䈱⠨
࿖⺆䈻䈱㑐
䈭䈬䈮䈧䈇䈩䋬╭䉕┙䈩䈩 䈫䈚䈢䉍䋬䈚ᚻ䈱ᗧ࿑䉕⠨䈋
ᚻ䈱┙႐䉇⠨䈋䉕ዅ㊀䈚䈩
䈭䈏䉌䈚䈢䉍䋬ᄢ䈭䉕
䈋䉕ㅴ䉖䈪䈠䈉䈫䈚䈢䉍⋧
ᔃ䊶ᗧ᰼䊶ᘒ
䈠䈉䈫䈚䈢䉍䋬䈱ਛᔃ䈮᳇ 䈭䈏䉌⡞䈐ข䉐䈉䈫䈜䉎䈫䈫䉅
⊛⏕䈮⡞䈐ข䉐䈉䈫䈚䈢䉍䈜䉎
⪭䈫䈘䈭䈇䉋䈉䈮⡞䈇䈢䉍䈜䉎
ᚻ䈱䉕⊛⏕䈮⡞䈐ข䉐䈉䈫
䉕ઃ䈔䈩⡞䈖䈉䈫䈚䈢䉍䋬ㅴ䉖
䈮⸘↹⊛䈮䈚ว䈍䈉䈫䈚䈩
䈫䈫䉅䈮䋬䈚⸒⪲䉕⼾䈎䈮䈚
ᐲ
䈫䈫䉅䈮䋬㗴䈎䉌䈠䉏䈭䈇䉋
䈚䈢䉍䈜䉎䈫䈫䉅䈮䋬䈚⸒⪲
䈪䈚ว䈍䈉䈫䈚䈩䈇䉎䇯
䈇䉎
⸒⺆↢ᵴ䉕ะ䈘䈞䉋䈉䈫䈚
䈉䈮䈚ว䈍䈉䈫䈚䈩䈇䉎䇯
䉕ᄢಾ䈮䈚䉋䈉䈫䈚䈩䈇䉎
䈩䈇䉎
⠨䈋䈢䉇⥄ಽ䈱ᗧ࿑䈏ಽ
વ䈋䈢䈇䉕ㆬ䈶䋬⥄ಽ䈱⠨
⍮䉌䈞䈢䈇䉕ㆬ䈶䋬ᨩ䈱
䈎䉎䉋䈉䈮䈱⚵┙䈩䉕Ꮏᄦ ‛䈮ኻ䈜䉎⥄ಽ䈱⠨䈋䉇
䈋䈏ಽ䈎䉎䉋䈉䈮╭䉕┙䈩
ᐢ䈇▸࿐䈎䉌㗴䉕䈫䉌䈋䈩
㗅ᐨ䉕⠨䈋䈭䈏䉌䋬⋧ᚻ䈮ಽ
䈚䈭䈏䉌䋬⋡⊛䉇႐䈮ᔕ䈛䈢 ᳇ᜬ䈤䉕ಽ䈎䉍䉇䈜䈒䈚䈩
䈩䋬⋧ᚻ䉇⋡⊛䈮ᔕ䈛䈢ㆡಾ
䈚䈩䈇䉎
䈎䉎䉋䈉䈮䈚䈩䈇䉎䇯
ㆡಾ䈭⸒⪲㆜䈇䈪䈚䈩䈇 䈇䉎
䈭⸒⪲㆜䈇䈪䈚䈩䈇䉎䇯
䉎䇯
䈚ᚻ䈱䉅䈱䈱ᣇ䉇⠨䈋
ᄢ䈭䉕⪭䈫䈘䈭䈇䉋䈉䈮䈚
䈱ਛᔃ䈮᳇䉕ઃ䈔䈩⡞䈐䋬 䈚ᚻ䈱ᗧ࿑䉕⠨䈋䈭䈏䉌 䈚ᚻ䈱ᗧ࿑䉕⠨䈋䈩䈱 ᣇ䉕䈫䉌䈋䈩䋬⥄ಽ䈱䉅䈱䈱
䈭䈏䉌䋬⥝䉕䉅䈦䈩⡞䈇䈩
⥄ಽ䈱ᗵᗐ䉕䉁䈫䉄䈩䈇䉎
䈱ౝኈ䉕⡞䈇䈩䈇䉎
ౝኈ䉕⡞䈐ข䈦䈩䈇䉎
ᣇ䉇⠨䈋ᣇ䉕ᐢ䉄䈢䉍ᷓ
䈇䉎䇯
䉄䈢䉍䈚䈩䈇䉎䇯
䈇䈱⠨䈋䈱⋧㆑ὐ䉇ㅢ ⥄ಽ䈱┙႐䉇ᗧ࿑䉕䈲䈦䈐䉍 ⥄ಽ䈱⠨䈋䉇᳇ᜬ䈤䉕વ䈋 䈱ਛᔃ䈱ㇱಽ䈫ઃട⊛䈭
りㄭ䈭ᨩ䈮䈧䈇䈩䋬㗴䈮
ὐ䉕⠨䈋䈭䈏䉌䋬ㅴ䉖䈪䈚 䈘䈞䈭䈏䉌䋬⸘↹⊛䈮䈚
䉎䈱䈮䈸䈘䉒䈚䈇㗴䉕ㆬ䈶 ㇱಽ䈫䈱㑐ଥ䈮ᵈᗧ䈚䈩䋬
ᴪ䈦䈩䋬䈚ว䈦䈩䈇䉎䇯
ว䈦䈩䈇䉎
ว䈦䈩䈇䉎
䈚䋬ข䉍䈕䈩䈇䉎
䈚䈢䉍⡞䈐ข䈦䈢䉍䈚䈩䈇䉎䇯
ታ䈫ᗧ䈫䈱㑐ଥ䈮ᵈᗧ
ో䈫ㇱಽ䈫䈱㑐ଥ䋬ታ䈫
䈚䋬⺰ℂ⊛䈭᭴ᚑ䉇ዷ㐿䉕⠨
ᗧ䈫䈱㑐ଥ䈮ᵈᗧ䈚䈩䋬
䈜䊶⡞䈒⢻ജ
䈋䈩䋬䈚䈢䉍⡞䈐ข䈦䈢䉍䈚
䈚䈢䉍⡞䈇䈢䉍䈚䈩䈇䉎䇯
䈩䈇䉎䇯
ว䈇䈱㗴䉇ᣇะ䉕䈫䉌䈋 䈱ౝኈ䈮ᔕ䈛䋬ㆡಾ䈭⺆ฏ
䈩䋬⊛⏕䈮䈚䈢䉍⡞䈇䈢䉍䈚 䉕ㆬᛯ䈚䈩䋬䈚䈢䉍⡞䈐ข䈦
䈩䈇䉎䇯
䈢䉍䈚䈩䈇䉎
䈱ᗧ࿑䈮ᔕ䈛䋬ᢥ䈱ലᨐ⊛
⋧ᚻ䈱⠨䈋䈫Ყセ䈚䈩䋬⥄ಽ 䈭䈇ᣇ䈭䈬⺑ᓧജ䈱䈅䉎
䈱⠨䈋䉕䉁䈫䉄䈩䈇䉎
䈱ᣇ䈮ᵈᗧ䈚䈩䇮䈚
䈢䉍⡞䈐ข䈦䈢䉍䈚䈩䈇䉎䇯
⋧ᚻ䈱┙႐䉇⠨䈋䉕ዅ㊀䈚䋬
⋡⊛䉇႐㕙䈮ᔕ䈛䈩䋬䈚䈢
䉍⡞䈐ಽ䈔䈢䉍䈚䈩䈇䉎䇯
䈇䈱ㅢὐ䉇⋧㆑ὐ䈭䈬
䉕⡞䈐ಽ䈔䋬⥄ಽ䈱⠨䈋䉕ᐢ
䉄䈢䉍ᷓ䉄䈢䉍䈚䈩䈇䉎
ᆫ䋬ญᒻ䈭䈬䈮ᵈᗧ䈚䈩䋬 䈠䈱႐䈱⁁ᴫ䉇⋡⊛䈮ᔕ䈛 ⺆ᗵ䋬⸒⪲䈱䈇ᣇ䈮ኻ䈜 䈜ㅦᐲ䉇㖸㊂䋬⸒⪲䈱⺞ 㖸ჿ䈱䈐䉇⚵䉂䈮㑐ᔃ
䈲䈦䈐䉍䈚䈢⊒㖸䈪䈚䈩䈇 䈢ㆡಾ䈭㖸㊂䉇ㅦ䈘䈪䈚䈩 䉎ᗵⷡ䈭䈬䈮䈧䈇䈩㑐ᔃ䉕
ሶ䉇㑆䈱䈫䉍ᣇ䈭䈬䈮ᵈᗧ䈚 䉕䉅䈤䋬䈚䈢䉍⡞䈇䈢䉍䈚䈩
䉎䇯
䈇䉎䇯
䉅䈦䈩䈇䉎䇯
䈩䈚䈢䉍⡞䈇䈢䉍䈚䈩䈇䉎䇯 ℂ⸃䉕ᷓ䉄䈩䈇䉎
⺆ฏ䈱ㄉᦠ⊛䈭ᗧ䈫ᢥ⣂
ᘠ↪ฏ䋬㘃⟵⺆䈫ኻ⟵⺆䋬ห
䈱ᗧ䈫䈱㑐ଥ䈮ᵈᗧ䈚䈩
ৼካ䈭⸒⪲䈫᥉ㅢ䈱⸒⪲䈱
ᢥ䉇ᢥ┨䈱䈇䉐䈇䉐䈭᭴ᚑ
㖸⇣⟵⺆䉇ᄙ⟵⊛䈭ᗧ䉕
䈚䈢䉍⡞䈇䈢䉍䈜䉎䈢䉄䈮
䈚䈢䉍⡞䈇䈢䉍䈜䉎䈫䈫䉅
㆑䈇䈮᳇䉕ઃ䈔䈩䈚䈩䈇
䈏䈅䉎䈖䈫䈮䈧䈇䈩ℂ⸃䈚䋬
䈜⺆ฏ䈱ᗧ䉇↪ᴺ䈮ᵈ
ᔅⷐ䈭⺆ฏ䉕Ⴧ䈚䈩䈇䉎䇯
䈮䋬⽎䉇ⴕὑ䈭䈬䉕䈜ᄙ
䉎䇯
ᵴ↪䈚䈩䈇䉎䇯
ᗧ䈚䈩䈚䈢䉍⡞䈇䈢䉍䈚䈩䈇
᭽䈭⺆ฏ䈮䈧䈇䈩ℂ⸃䈚䈩䈇
䉎䇯
䉎䇯
䈱ਛ䈱Ბ⪭䈱ᓎഀ䉇Ბ⪭ ⽎⊛䈭ᔨ䈭䈬䉕䈜ᄙ
ᢥ䈱ਛ䈮䈍䈔䉎ਥ⺆䈫ㅀ⺆䈫 ୃ㘼䈫ⵍୃ㘼䈫䈱㑐ଥ䈭䈬䋬
ᣣᏱ䉋䈒䉒䉏䉎ᢘ⺆䈱䈇 ౝ䈱ฦᢥ䈱ធ⛯㑐ଥ䈭䈬䉕 ᭽䈭⺆ฏ䈮䈧䈇䈩䈱ℂ⸃䉕
䈱㑐ଥ䈮ᵈᗧ䈚䈩䈚䈢䉍⡞ ᢥ䈱᭴ᚑ䈮᳇䉕ઃ䈔䈩䉕
ᣇ䈮ᘠ䉏䈩䈇䉎
⠨䈋䈩䈚䈢䉍⡞䈇䈢䉍䈚䈩䈇 ᷓ䉄䋬⺆ᗵ䉕⏴䈐⺆ᒵ䉕⼾䈎
䈇䈢䉍䈚䈩䈇䉎䇯
⡞䈇䈩䈇䉎䇯
䉎
䈮䈚䈩䈇䉎䇯
⸒⺆䈮䈧䈇䈩
⋧ᚻ䉇⋡⊛䈮ᔕ䈛䈩䈱ᒻ
න⺆䈱㘃䈮䈧䈇䈩ℂ⸃䈚䋬
䈱⍮⼂䊶ℂ
ᢥ䈫ᢥ䈫䈱ᗧ䈱䈧䈭䈏䉍䉕
ᘒ䉇ዷ㐿䈮㆑䈇䈏䈅䉎䈖䈫䈮
ㅢ⺆䈫ᣇ⸒䈫䈱㆑䈇䉕ℂ⸃ ᜰ␜⺆䉇ធ⛯⹖䈶䈖䉏䉌
⠨䈋䈭䈏䉌䋬ᜰ␜⺆䉇ធ⛯⺆
᳇ઃ䈇䈢䉍䋬ᢥ䈱ᚑಽ䈱㗅ᐨ
⸃䊶ᛛ⢻
䈚䋬䉁䈢䋬ᔅⷐ䈮ᔕ䈛䈩ㅢ 䈫ห䈛䉋䈉䈭䈐䉕䈜䉎⺆ฏ
䉕䈦䈩䈚䈢䉍䋬䈠䉏䉌䈮ᵈ
䉇ᾖᔕ䋬⚵┙䈩䈭䈬䈮䈧䈇䈩
⺆䈪䈚䈩䈇䉎䇯
䈭䈬䈮ᵈᗧ䈚䈩䈚䈢䉍⡞䈇
ᗧ䈚䈩⡞䈇䈢䉍䈚䈩䈇䉎䇯
⠨䈋䈢䉍䈚䈩䈚䈢䉍⡞䈇䈢䉍
䈢䉍䈚䈩䈇䉎䇯
䈚䈩䈇䉎䇯
න⺆䈱ᵴ↪䈮䈧䈇䈩ℂ⸃䈚䋬
ᦠ䈐⸒⪲䈫䈲㆑䈉䈚⸒⪲䈱
⋧ᚻ䉇䈠䈱႐䈱⁁ᴫ䈮ᔕ䈛
ഥ⹖䉇ഥേ⹖䈭䈬䈱䈐䈮
․⦡䉇ᓎഀ䉕ℂ⸃䈚䋬ㆡಾ䈮
ᵈᗧ䈚䈩䈚䈢䉍⡞䈇䈢䉍䈚䈩
䈩ৼካ䈭⸒⪲䈪䈚䈩䈇䉎䇯
䈚䈢䉍⡞䈇䈢䉍䈚䈩䈇䉎䇯
䈇䉎䇯
ㅢ⺆䉇ᣇ⸒䈱ᨐ䈢䈜ᓎഀ
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ᦠ䈇䈩䈇䉎䇯

6

-6-



 㧔㧟㧕
ߦޠߣߎ⺒ޟ㑐ߔࠆౝኈߩ߹ߣ߹ࠅ

࿖⺆䈻䈱㑐
ᔃ䊶ᗧ᰼䊶ᘒ
ᐲ

ዊቇᩞ
╙䋱ቇᐕ䈶╙䋲ቇᐕ

ዊቇᩞ
╙䋳ቇᐕ䈶╙䋴ቇᐕ

ᤃ䈚䈇⺒䉂‛䈱ౝኈ䈱ᄢ
䉕䈫䉌䈋䈢䉍䇮⥄ಽ䈭䉍䈮ᗐ
䉕⤘䉌䉁䈞䈢䉍䇮ჿ䈮䈚䈢䉍
䈚䈭䈏䉌ᭉ䈚䉖䈪⺒䉅䈉䈫䈚䈩
䈇䉎

ᐢ䈒䈇䉐䈇䉐䈭⺒䉂‛䈮⥝
䉕䉅䈤䋬㩷৻ੱ৻ੱ䈱⠨䈋
䉇ᗵ䈛ᣇ䈱㆑䈇䈮᳇ઃ䈇䈩
⺒䉅䈉䈫䈚䈩䈇䉎

⥄䉌᳇䈮䈦䈢ᤃ䈚䈇⺒䉂‛ 䈇䉐䈇䉐䈭ಽ㊁䈱⺒䉂‛䉕䋬
䉕⺒䉖䈪䈇䉎
⥄䉌ㅴ䉖䈪⺒䉖䈪䈇䉎

⺒䉃⢻ജ

⥄ಽ䈱⋡⊛䈮ᔕ䈛䈩䋬Ბ⪭⋧
ᤨ㑆䉇ᨩ䈭䈬䈱㗅ᐨ䈮⌕
䈱㑐ଥ䉕䈘䈋䋬ਛᔃ䈫䈭
⋡䈚䋬ౝኈ䈱ᄢ䉕⺒䉖䈪䈇
䉎⺆䉇ᢥ䉕䈫䉌䈋䈩ᢥ┨䈱ౝ
䉎
ኈ䉕ᱜ䈚䈒⺒䉖䈪䈇䉎
႐㕙䉇ᨩ䈱䉁䈫䉁䉍䈭䈬䈮
႐㕙䈱ᄌൻ䉇ᖱ᥊䉕䈚䈩
䈧䈇䈩䋬คㅀ䈮හ䈚䈩⥄ಽ䈭
䈇䉎คㅀ䉕ၮ䈮䈚䈩䋬ᗐ䈚
䉍䈮ᗐ䉕ᐢ䈕䈭䈏䉌⺒䉖䈪
䈭䈏䉌⺒䉖䈪䈇䉎
䈇䉎
ჿ䈮䈚䈩⺒䉖䈪䋬⺆䉇ᢥ䈫 ᢥ┨䉕⺒䉖䈪䉁䈫䉄䈢⥄ಽ䈱
䈚䈩䈱䉁䈫䉁䉍䉇ౝኈ䋬㗀䈐䈭 ᗵ䈛ᣇ䉇⠨䈋䈫䋬ઁ䈱ੱ䈫䈱
䈬䈮䈧䈇䈩ᗵ䈛䈢䉍⠨䈋䈢䉍䈚 ᗵ䈛ᣇ䉇⠨䈋䈫䈲㆑䈇䈏䈅䉎
䈖䈫䈮᳇ઃ䈇䈩䈇䉎
䈩䈇䉎䇯
⥄ಽ䈱⋡⊛䉇ᔅⷐ䈮ᔕ䈛䈩䋬
ᄢ䈭ౝኈ䉕䉁䈫䉄䈢䉍䋬ᔅ
ⷐ䈫䈭䉎⚦ㇱ䈮ᵈᗧ䈚䈢䉍䈚
䈭䈏䉌⺒䉖䈪䈇䉎䇯
⋧ᚻ䉇⋡⊛䈮ᔕ䈛䋬ౝኈ䈱ਛ
ᔃ䉇႐㕙䈱᭽ሶ䈏䉋䈒ಽ䈎
䉎䉋䈉䈮ჿ䈮䈚䈩⺒䉖䈪䈇
䉎䇯

ዊቇᩞ
╙䋵ቇᐕ䈶╙䋶ቇᐕ

ਛቇᩞ
╙䋱ቇᐕ
ቇᩞ࿑ᦠ㙚╬䉕ᵴ↪䈜䉎䈭
⋡⊛䈮ᔕ䈛䈢⺒ᦠ䉕ㅢ䈚䈩䋬 䈬䋬᭽䇱䈭⒳㘃䈱ᢥ┨䈮ᔕ䈛
⠨䈋䉕ᐢ䈕䈢䉍ᷓ䉄䈢䉍䋬㩷ఝ 䈢⺒䉂ᣇ䉕䈚䈩ౝኈ䉕⊛⏕䈮
䉏䈢คㅀ䉕䉒䈦䈢䉍䈜䉎䈫 ℂ⸃䈚䉋䈉䈫䈜䉎䈫䈫䉅䈮䋬ㅴ
䈫䉅䈮䋬ലᨐ⊛䈭⺒䉂ᣇ䉕Ꮏ 䉖䈪⺒ᦠ䈮ⷫ䈚䉂䉅䈱䈱
ᣇ䉇⠨䈋ᣇ䉕ᐢ䈕䉋䈉䈫䈚䈩
ᄦ䈚䉋䈉䈫䈚䈩䈇䉎
䈇䉎
⥄ಽ䈱⠨䈋䉕ᐢ䈕䈢䉍ᷓ䉄䈢
ᢥ⣂䈱ਛ䈮䈍䈔䉎⺆ฏ䈱ᗧ
䉍䈜䉎䈢䉄䈮䋬ਥ⊛䈭┙႐
䉕ᱜ⏕䈮䈫䉌䈋䋬ℂ⸃䈚䈩
䈪࿑ᦠ⾗ᢱ䉕ㆬ䉖䈪⺒䉖䈪
䈇䉎
䈇䉎䇯
⋡⊛䉇ᗧ࿑䈮ᔕ䈛䈩䋬ᢥ┨䈱 ᦠ䈐ᚻ䈱⠨䈋䈱ㅴ䉄ᣇ䉇⺑
ౝኈ䉕⍴䈒ⷐ⚂䈚䈢䉍િ䈳䈚 䋬⺑ᓧ䈱ᣇ䈭䈬ᢥ┨䈱
䈢䉍䈚䈩䋬ⷐᣦ䉕䈫䉌䈋䈩⺒䉖 ዷ㐿䈮හ䈚䈩ౝኈ䉕䈫䉌䈋䈩
䈪䈇䉎䇯
䈇䉎
คㅀ䈮ၮ䈨䈇䈩䋬⊓႐ੱ‛
䈱ᔃᖱ䉇ᕈᩰ䋬⠨䈋ᣇ䈭䈬䉕 ⋡⊛䉇ᔅⷐ䈮ᔕ䈛䈩ⷐ⚂䈚䈩
ᄙ㕙⊛䈮䈫䉌䈋䋬ᖱ᥊䈭䈬䈱 䈇䉎
䈮⌕⋡䈚䈩⺒䉖䈪䈇䉎

ᢥ⣂䈱ਛ䈮䈍䈔䉎⺆ฏ䈱ല
ᨐ⊛䈭䈇ᣇ䈮䈧䈇䈩ℂ⸃
䈚䋬⥄ಽ䈱⸒⪲䈱䈇ᣇ䈮ᓎ
┙䈩䈩䈇䉎䇯
ᢥ┨䈱⺰ℂ䈱ዷ㐿䈱ᣇ䉕
⊛⏕䈮䈫䉌䈋䋬ౝኈ䉕ℂ⸃䈚
䈩䈇䉎
ᢥ┨䈱⺰ℂ䈱ዷ㐿䈱ᣇ䉕
⊛⏕䈮䈫䉌䈋䋬⥄ಽ䈱䈮
ᓎ┙䈩䈩䈇䉎

ᢥ┨䈱ዷ㐿䉕⏕䈎䉄䈩䋬ਥ ⋡⊛䉕䉅䈦䈩᭽䇱䈭ᢥ┨䉕⺒
㗴䉕⠨䈋䈢䉍ⷐᣦ䉕䈫䉌䈋䈢䉍 䉂䋬ᔅⷐ䈭ᖱႎ䉕㓸䉄䈩䈇
䈚䈩䈇䉎䇯
䉎䇯

ฬ䉇ੱฬ䈭䈬䈱࿕ฬ⹖
ᐔฬ䈶 ฬ䉕ᱜ䈚䈒⺒ 䉕䉄䈢ᣣᏱ⋡䈮䈜䉎⒟ᐲ ฬ䈶ṽሼ䈱↱᧪䋬․⾰
䈱◲න䈭䊨䊷䊙ሼ䉕⺒䉖䈪 䈭䈬䈮䈧䈇䈩ℂ⸃䈚䈩䈇䉎䇯
䉖䈪䈇䉎䇯
䈇䉎䇯䋨䋴ᐕ䋩
⺆ฏ䈮㑐䈜䉎㘃䉇᭴ᚑ䋬
ᒰቇᐕ䉁䈪䈮㈩ᒰ䈘䉏䈩䈇 ⺆ฏ䈏ᕈ⾰䉇ᓎഀ䈱䈪㘃 ᄌൻ䈭䈬䈮䈧䈇䈩ℂ⸃䈚䋬⺆
䉎ṽሼ䉕⺒䉖䈪䈇䉎䇯
䈏䈅䉎䈖䈫䉕ℂ⸃䈚䈩䈇䉎䇯 ฏ䈱↱᧪䈭䈬䈮㑐ᔃ䉕䉅䈦䈩
䈇䉎䇯

⸒⺆䈮䈧䈇䈩
䈱⍮⼂䊶ℂ
࿖⺆ㄉౖ䉇ṽሼㄉౖ䈱䈇 ℂ⸃䈚䈢䉍䈜䉎䈢䉄䈱⺆ฏ䈮
ᢥ䈱ਛ䈮䈍䈔䉎ਥ⺆䈫ㅀ⺆䈫
ᣇ䉕⍮䉍䋬ᔅⷐ䈮ᔕ䈛䈩ᵴ↪ 䈧䈇䈩䋬ㄉᦠ䉕↪䈚䈩⺞䈼
⸃䊶ᛛ⢻
䈚䈩䈇䉎䇯

ቇᩞ࿑ᦠ㙚╬䉕Ⓧᭂ⊛䈮ᵴ
↪䈜䉎䈭䈬䋬᭽䇱䈭ᢥ┨䈎䉌
⋡⊛䉇ᗧ࿑䈮ᔕ䈛䈩ᖱႎ䉕
㓸䉄䉋䈉䈫䈜䉎䈫䈫䉅䈮䋬⺒ᦠ
䉕↢ᵴ䈮ᓎ┙䈩⥄Ꮖ䉕⼾䈎
䈮䈚䉋䈉䈫䈚䈩䈇䉎

ᢥ┨䈱᭴ᚑ䉇ዷ㐿䋬⺑䉇
⽎䈫ᗵᗐ䊶ᗧ䈱㑐ଥ䉕 ᢥ┨䈱ਛᔃ䈱ㇱಽ䈫ઃട⊛
ឬ౮䈭䈬䈱䈱ᣇ䉇䋬
䈘䈋䋬䈠䉏䉌䈮䈧䈇䈩䈱⥄ಽ 䈭ㇱಽ䋬ታ䈫ᗧ䈫䉕⺒䉂
ᢥ䈭䈬ᢥ┨䈱․ᓽ䈮ᵈᗧ
䈱⠨䈋䉕䉌䈎䈮䈚䈩䈇䉎
ಽ䈔䈩䈇䉎
䈚䈩⺒䉖䈪䈇䉎
⥄ಽ䈮ᔅⷐ䈭ᖱႎ䉕ᓧ䉎䈢
ᢥ┨䈱᭴ᚑ䉇ዷ㐿䉕ᱜ⏕䈮 ᢥ┨䉕⺒䉖䈪ੱ㑆䋬␠ળ䋬⥄
䉄䈮ቇᩞ࿑ᦠ㙚䉕↪䈜䉎
䈫䉌䈋䋬ౝኈ䈱ℂ⸃䈮ᓎ┙䈩 ὼ䈭䈬䈮䈧䈇䈩⠨䈋䋬⥄ಽ䈱
䈭䈬䈚䈩䋬ലᨐ⊛䈭⺒䉂ᣇ䉕
ᗧ䉕䉅䈩䉎䉋䈉䈮䈭䉎䇯
䈩䈇䉎䇯
䈚䈩䈇䉎䇯

䈲䈦䈐䉍䈚䈢⊒㖸䈪⺒䉖䈪䈇 ᒰቇᐕ䉁䈪䈮㈩ᒰ䈘䉏䈩䈇 ᒰቇᐕ䉁䈪䈮㈩ᒰ䈘䉏䈩䈇
䉎ṽሼ䉕⺒䉖䈪䈇䉎䇯
䉎ṽሼ䉕⺒䉖䈪䈇䉎䇯
䉎䇯

䈱㑐ଥ䉕ℂ⸃䈚䈩䈇䉎䇯

ਛቇᩞ
╙䋲ቇᐕ䈶╙䋳ቇᐕ

䈩䈇䉎䇯

ᢥ⋧䈱㑐ଥ䉇Ბ⪭⋧䈱
⺆ᗵ䋬⸒⪲䈱䈇ᣇ䈮ኻ䈜
⸒⪲㆜䈇䈮᳇䉕ઃ䈔䈩⺒䉃䈫
㑐ଥ䉕␜䈜ᚻ䈏䈎䉍䈫䈚䈩䈱
䉎ᗵⷡ䈭䈬䈮䈧䈇䈩㑐ᔃ䉕
䈫䉅䈮䋬ᢘ䈪ᦠ䈎䉏䈢ᢥ┨
ᜰ␜⺆䊶ធ⛯⺆䈱ᓎഀ䉕ℂ
䉅䈦䈩䈇䉎䇯
䈭䈬䈱ᢥ䉕ᗧ⼂䈚䈩䈇䉎䇯
⸃䈚䈩䈇䉎䇯

ᤃ䈚䈇ᢥ⺆⺞䈱ᢥ┨䉕㖸⺒
䈚䋬ᢥ⺆䈱⺞ሶ䈮ⷫ䈚䉖䈪䈇
䉎䇯
ᢥ┨䈮䈲䈇䉐䈇䉐䈭᭴ᚑ䈏䈅
䉎䈖䈫䈮䈧䈇䈩ℂ⸃䈚䈩䈇䉎䇯


7

-7-

ᢥ┨䈮䉏䈩䈇䉎䉅䈱䈱
ᣇ䉇⠨䈋ᣇ䉕ℂ⸃䈚䋬⥄ಽ䈱 㓸䉄䈢ᖱႎ䉕⥄ಽ䈱䈮
䉅䈱䈱ᣇ䉇⠨䈋ᣇ䉕ᐢ䈒䈚 ᓎ┙䈩䈩䈇䉎䇯
䈩䈇䉎
᭽䇱䈭⒳㘃䈱ᢥ┨䈎䉌ᔅⷐ
䈭ᖱႎ䉕㓸䉄䉎䈢䉄䈱⺒䉂
ᣇ䉕り䈮ઃ䈔䈩䈇䉎䇯
ᘠ↪ฏ䋬㘃⟵⺆䈫ኻ⟵⺆䋬ห
⺆ฏ䈱ㄉᦠ⊛䈭ᗧ䈫ᢥ⣂
㖸⇣⟵⺆䉇ᄙ⟵⊛䈭ᗧ䉕
䈱ᗧ䈫䈱㑐ଥ䈮ᵈᗧ䈚䈩
䈜⺆ฏ䈱ᗧ䉇↪ᴺ䈮ᵈ
⺒䉂䋬⽎䉇ⴕὑ䈭䈬䉕䈜
ᗧ䈚䈩⺒䉂䋬⽎⊛䈭ᔨ䈭
ᄙ᭽䈭⺆ฏ䈮䈧䈇䈩ℂ⸃䉕
䈬䉕䈜ᄙ᭽䈭⺆ฏ䈮䈧䈇䈩
ᷓ䉄䉎䈫䈫䉅䈮䋬⺆ᒵ䈮㑐ᔃ
䈱ℂ⸃䉕ᷓ䉄䋬⺆ᗵ䉕⏴䈐⺆
䉕䉅䈦䈩䈇䉎
ᒵ䉕⼾䈎䈮䈚䈩䈇䉎䇯
⋧ᚻ䉇⋡⊛䈮ᔕ䈛䈩ᢥ┨䈱
ᢥ┨䈱ਛ䈱Ბ⪭䈱ᓎഀ䉇Ბ ᒻᘒ䉇ዷ㐿䈮㆑䈇䈏䈅䉎䈖䈫
⪭ౝ䈱ฦᢥ䈱ធ⛯㑐ଥ䈭䈬 䈮᳇ઃ䈇䈢䉍䋬ᢥ䈱ᚑಽ䈱㗅
ᐨ䉇ᾖᔕ䈭䈬䈮䈧䈇䈩⠨䈋䈢
䉕⠨䈋䈩⺒䉖䈪䈇䉎䇯
䉍䈚䈩⺒䉖䈪䈇䉎䇯
න⺆䈱㘃䈮䈧䈇䈩ℂ⸃䈚䋬
න⺆䈱ᵴ↪䈮䈧䈇䈩ℂ⸃䈚䋬
ᜰ␜⺆䉇ធ⛯⹖䈶䈖䉏䉌
ഥ⹖䉇ഥേ⹖䈭䈬䈱䈐䈮
䈫ห䈛䉋䈉䈭䈐䉕䉅䈧⺆ฏ䈭
ᵈᗧ䈚䈩⺒䉖䈪䈇䉎䇯
䈬䈮ᵈᗧ䈚䈩⺒䉖䈪䈇䉎䇯
ㅢ⺆䈫ᣇ⸒䈱ᨐ䈢䈜ᓎഀ
䈚⸒⪲䈫䈲㆑䈉ᦠ䈐⸒⪲䈱 䈭䈬䈮䈧䈇䈩ℂ⸃䈚䈩⺒䉃䈫
․⦡䉇ᓎഀ䉕ℂ⸃䈚䈩⺒䉖 䈫䉅䈮䋬ᢘ⺆䈮䈧䈇䈩䈱ℂ⸃
䈪䈇䉎䌛ṽሼ䌝䇯
䉕ᷓ䉄ᢥ┨ਛ䈱ᢘ⺆䈱䈇
ᣇ䉕ℂ⸃䈚䈩䈇䉎䇯
䇼ṽሼ䇽╙䋲ቇᐕ䈪䈲䋬╙䋱ቇ
ᐕ䉁䈪䈮ቇ⠌䈚䈢Ᏹ↪ṽሼ䈮
䇼ṽሼ䇽ዊቇᩞቇᐕṽሼ㈩ ട䈋䋬䈠䈱ઁ䈱Ᏹ↪ṽሼ䈱䈉
ᒰ䈮␜䈘䉏䈢ṽሼ䈮ട䈋䋬 䈤䋳䋰䋰ሼ⒟ᐲ䈎䉌䋳䋵䋰ሼ⒟
䈠䈱ઁ䈱Ᏹ↪ṽሼ䈱䈉䈤䋲䋵 ᐲ䉁䈪䈱ṽሼ䉕⺒䉂䋬╙䋳ቇ
䋰ሼ⒟ᐲ䈎䉌䋳䋰䋰ሼ⒟ᐲ䉁 ᐕ䈪䈲╙䋲ቇᐕ䉁䈪䈮ቇ⠌䈚
䈢Ᏹ↪ṽሼ䈮ട䈋䋬䈠䈱ઁ䈱
䈪䈱ṽሼ䉕⺒䉖䈪䈇䉎䇯
Ᏹ↪ṽሼ䈱ᄢ䉕⺒䉖䈪䈇
䉎䇯



ዊቇᩞ䇭╙䋱ቇᐕ䈶╙䋲ቇᐕ











䋼ኻ⽎䈱ఽ┬↢ᓤ䈱䇸࿖⺆䈻䈱㑐ᔃ䊶ᗧ᰼䊶ᘒᐲ䇹䈮䈧䈇䈩䋾
ఽ┬↢ᓤ䈱᭽ሶ䈎䉌䇮ታ㓙䈮䈲䈪䈐䈩䈇䈭䈒䈩䉅䇮㑐ᔃ䉇ᗧ᰼䈏䈅䉎䈫ផ᷹䈪䈐䉎ౝኈ䈮䈲䂾䇮䈭䈇䉅䈱䈮㬍䇮ㇱಽ⊛䈮䈅䉎䈫ផ᷹䈪䈐䉎႐ว䈲䂦䇮ផ᷹䈪䈐䈭䈇႐ว䈲䋿䉕ઃ䈔䈩䈒䈣䈘䈇䇯

࿖┙ᢎ⢒╷⎇ⓥᚲ
#C'
⋧ ᚻ ߦ ᔕ ߓ 㧘⚻㛎ߒߚߥߤߦߟ
ߡ㧘ᨩߩ㗅ᐨࠍ⠨߃ߥ߇ࠄ
ߒ ߚ ࠅ 㧘ᄢߥࠍ⪭ߣߐߥࠃ
߁ߦ⡞ߚࠅߔࠆߣߣ߽ߦ㧘㗴
߆ࠄߘࠇߥࠃ߁ߦߒว߅߁ߣ
ߒߡࠆޕ

ᚑߩ⹏ଔⷙḰ

#C'
⋧ᚻߦᔕߓ㧘⚻ 㛎 ߒ ߚ  ߥ ߤ ߦ
ߟ  ߡ 㧘 ᨩߩ㗅ᐨࠍ⠨߃ߥ߇ࠄ
 ߒ ߚ ࠅ 㧘ᄢߥࠍ⪭ߣߐߥ
ࠃ߁ߦ⡞ߚࠅߔࠆߣߣ߽ߦ㧘
㗴߆ࠄߘࠇߥࠃ߁ߦߒว߅߁
ߣߒߡࠆޕ

#C'
⋧ᚻߦᔕߓ㧘⚻㛎ߒߚߥߤߦߟ
ᨩߩ㗅ᐨࠍ⠨߃ߥ߇ࠄ
ߡ㧘
 ߒ ߚ ࠅ 㧘 ᄢߥࠍ⪭ߣߐߥ
ࠃ߁ߦ⡞ߚࠅߔࠆߣߣ߽ߦ㧘
㗴߆ࠄߘࠇߥࠃ߁ߦߒว߅߁
ߣߒߡࠆޕ

㪙㪸㪜㪈㪉㪄㪈
㪙ᦠ䈒 㪸࿖⺆䈻䈱㑐ᔃ䊶ᗧ᰼䊶
⋧ᚻ䉇⋡⊛䉕⠨䈋䈭䈏䉌䋬ᨩ䉕㓸䉄䈢
㪈
䈖䈫
ᘒᐲ
䉍◲න䈭⚵┙䈩䉕⠨䈋䈢䉍䈚䈩ᢥ┨䉕ᦠ
䈐䋬⺒䉂⋥䈠䈉䈫䈚䈩䈇䉎䇯

$C'
⋧ᚻ߿⋡⊛ࠍ⠨߃ߥ߇ࠄ㧘ᨩ
ࠍ 㓸  ߚ ࠅ ◲නߥ⚵┙ߡࠍ⠨߃ߚ
ࠅߒߡᢥ┨ࠍᦠ߈㧘⺒ߺ⋥ߘ߁ߣ
ߒߡࠆޕ

$C'
⋧ ᚻ ߿ ⋡ ⊛ ࠍ ⠨ ߃ ߥ ߇ ࠄ 㧘ᨩ
ࠍ㓸ߚࠅ◲ න ߥ ⚵ ┙ ߡ ࠍ ⠨ ߃
ߚ ࠅ ߒ ߡ ᢥ ┨ ࠍ ᦠ ߈ 㧘⺒ߺ⋥ߘ
߁ߣߒߡࠆޕ

$C'
⋧ ᚻ ߿ ⋡ ⊛ ࠍ ⠨ ߃ ߥ ߇ ࠄ 㧘ᨩ
ࠍ㓸ߚࠅ◲නߥ⚵┙ߡࠍ⠨߃ߚ
⺒ߺ⋥ߘ߁ߣ
ࠅߒߡᢥ┨ࠍᦠ߈㧘⺒
ߒߡࠆޕ

㪚㪸㪜㪈㪉㪄㪈
ᤃ䈚䈇⺒䉂‛䈱ౝኈ䈱ᄢ䉕䈫䉌䈋䈢
㪈 䉍䇮⥄ಽ䈭䉍䈮ᗐ䉕⤘䉌䉁䈞䈢䉍䇮ჿ䈮
䈚䈢䉍䈚䈭䈏䉌ᭉ䈚䉖䈪⺒䉅䈉䈫䈚䈩䈇
䉎

%C'
ᤃߒ⺒ߺ‛ߩౝኈߩᄢࠍߣ
ࠄ ߃ ߚ ࠅ ⥄ ޔಽߥࠅߦᗐࠍ⤘ࠄ
߹ߖߚࠅޔჿߦߒߚࠅߒߥ߇ࠄ
ᭉߒࠎߢ⺒߽߁ߣߒߡࠆ

%C'
ᤃߒ⺒ߺ‛ߩౝኈߩᄢࠍߣ
⥄ಽߥࠅߦᗐࠍ⤘
ࠄ߃ߚࠅ⥄ޔ
ࠄ ߹ ߖ ߚ ࠅ  ޔჿߦߒߚࠅߒߥ߇
ࠄᭉߒࠎߢ⺒߽߁ߣߒߡࠆ

%C'
ᤃߒ⺒ߺ‛ߩౝኈߩᄢࠍߣ
ࠄ߃ߚࠅ⥄ޔಽߥࠅߦᗐࠍ⤘ࠄ
߹ߖߚࠅޔჿ ߦ  ߒ ߚ ࠅ ߒ ߥ ߇ ࠄ
ᭉߒࠎߢ⺒߽߁ߣߒߡࠆ

㪘㪸㪜㪈㪉㪄㪈
䌁䈜
⋧ᚻ䈮ᔕ䈛䋬⚻㛎䈚䈢䈭䈬䈮䈧䈇䈩䋬
䈖䈫䊶 㪸࿖⺆䈻䈱㑐ᔃ䊶ᗧ᰼䊶
ᨩ䈱㗅ᐨ䉕⠨䈋䈭䈏䉌䈚䈢䉍䋬ᄢ䈭
㪈
䉕⪭䈫䈘䈭䈇䉋䈉䈮⡞䈇䈢䉍䈜䉎䈫䈫䉅
⡞䈒䈖 ᘒᐲ
䈮䋬㗴䈎䉌䈠䉏䈭䈇䉋䈉䈮䈚ว䈍䈉䈫
䈫
䈚䈩䈇䉎䇯

䌃⺒䉃 ࿖⺆䈻䈱㑐ᔃ䊶ᗧ᰼䊶
䈖䈫
ᘒᐲ

#C'
⋧ᚻߦᔕߓ㧘⚻㛎ߒߚߥߤߦ
ߟ  ߡ 㧘 ᨩߩ㗅ᐨࠍ⠨߃ߥ߇ࠄ
ᄢߥࠍ⪭ߣߐߥ
ߒߚࠅ㧘ᄢ
 ࠃ ߁ ߦ ⡞  ߚ ࠅ ߔࠆߣߣ߽ߦ㧘
㗴߆ࠄߘࠇߥࠃ߁ߦߒว߅
߁ߣߒߡࠆޕ

#C'
⋧ᚻߦᔕߓ㧘⚻㛎ߒߚߥߤߦ
ߟ  ߡ 㧘 ᨩߩ㗅ᐨࠍ⠨߃ߥ߇ࠄ
ߒߚࠅ㧘ᄢߥࠍ⪭ߣߐߥ

ࠃ߁ߦ⡞ߚࠅߔࠆߣߣ߽ߦ㧘
㗴߆ࠄߘࠇߥࠃ߁ߦߒว߅
߁ߣߒߡࠆޕ

䋼ኻ⽎ఽ┬↢ᓤ䈱䇸䈜䊶⡞䈒䈖䈫䇹䇮䇸ᦠ䈒䈖䈫䇹䇮䇸⺒䉃䈖䈫䇹䈮㑐䈜䉎䇸⢻ജ䇹䈮䈧䈇䈩䋾
ఽ┬↢ᓤ䈱᭽ሶ䈎䉌䇮ᒰ䈜䉎ౝኈ䈮㑐䈚䈩䈱⢻ജ䈏䉒䈦䈩䈇䉎䈫ᕁ䉒䉏䉎႐ว䈲䂾䇮䈭䈇႐ว䈲㬍䇮㩷ㇱಽ⊛䈮䈅䉎႐ว䈲䂦䇮䉒䈎䉌䈭䈇႐ว䈲䋿䉕ઃ䈔䈩䈒䈣䈘䈇䇯
䌁䈜
䈖䈫䊶
㪹䈜䊶⡞䈒⢻ജ
⡞䈒䈖
䈫
䌁䈜
䈖䈫䊶
㪹䈜䊶⡞䈒⢻ജ
⡞䈒䈖
䈫
䌁䈜
䈖䈫䊶
㪹䈜䊶⡞䈒⢻ജ
⡞䈒䈖
䈫

㪘㪹㪜㪈㪉㪄㪉
㪉 ᄢ䈭䉕⪭䈫䈘䈭䈇䉋䈉䈮䈚䈭䈏䉌䋬⥝
䉕䉅䈦䈩⡞䈇䈩䈇䉎䇯

㪙ᦠ䈒
㪺ᦠ䈒⢻ജ
䈖䈫

㪈

㪙ᦠ䈒
㪺ᦠ䈒⢻ജ
䈖䈫
㪙ᦠ䈒
㪺ᦠ䈒⢻ജ
䈖䈫

㪘㪹㪜㪈㪉㪄㪈
㪈 ⍮䉌䈞䈢䈇䉕ㆬ䈶䋬ᨩ䈱㗅ᐨ䉕⠨䈋
䈭䈏䉌䋬⋧ᚻ䈮ಽ䈎䉎䉋䈉䈮䈚䈩䈇䉎䇯

㪘㪹㪜㪈㪉㪄㪊
㪊 りㄭ䈭ᨩ䈮䈧䈇䈩䋬㗴䈮ᴪ䈦䈩䋬
䈚ว䈦䈩䈇䉎䇯

㪙㪺㪜㪈㪉㪄㪈
⋧ᚻ䉇⋡⊛䉕⠨䈋䈭䈏䉌䋬ᦠ䈇䈩䈇䉎䇯

㪙㪺㪜㪈㪉㪄㪋
㪋 ᨩ䈱㗅ᐨ䉕⠨䈋䈭䈏䉌䋬⺆䈫⺆䉇ᢥ䈫
ᢥ䈫䈱⛯䈐ᣇ䈮ᵈᗧ䈚䈩ᦠ䈇䈩䈇䉎

㪙ᦠ䈒
㪺ᦠ䈒⢻ജ
䈖䈫

㪙㪺㪜㪈㪉㪄㪌
㪌 ᢥ┨䉕⺒䉂䈜⠌ᘠ䉕ઃ䈔䋬㑆㆑䈇䈭䈬
䈮ᵈᗧ䈚䈩䈇䉎

䌃⺒䉃
㪻⺒䉃⢻ജ
䈖䈫
䌃⺒䉃
㪻⺒䉃⢻ജ
䈖䈫

䌃⺒䉃
㪻⺒䉃⢻ജ
䈖䈫

#D'
⍮ࠄߖߚࠍㆬ߮㧘
ᨩߩ㗅ᐨ
ࠍ⠨߃ߥ߇ࠄ㧘⋧ᚻߦಽ߆ࠆࠃ
߁ߦߒߡࠆޕ

#D'
り ㄭ ߥ  ᨩ ߦ ߟ  ߡ 㧘 㗴ߦᴪߞ
ߒวߞߡࠆޕ
ߡ㧘

#D'
㗴ߦᴪߞ
りㄭߥᨩߦߟߡ㧘
ߡ㧘ߒวߞߡࠆޕ

$E'
⋧ ᚻ ߿⋡⊛ࠍ
ࠍ⠨߃ߥ߇ࠄ㧘ᦠ
ߡࠆޕ

$E'
⋧ᚻ߿⋡ ⊛ ࠍ ⠨ ߃ ߥ ߇ ࠄ 㧘 ᦠ 
ߡࠆޕ

㪙㪺㪜㪈㪉㪄㪉
㪉 ᦠ䈖䈉䈫䈜䉎㗴᧚䈮ᔅⷐ䈭ᨩ䉕㓸䉄䈩
䈇䉎
㪙㪺㪜㪈㪉㪄㪊
㪊 ⥄ಽ䈱⠨䈋䈏⏕䈮䈭䉎䉋䈉䈮◲න䈭⚵
┙䈩䉕⠨䈋䈩䈇䉎

㪙ᦠ䈒
㪺ᦠ䈒⢻ജ
䈖䈫

䌃⺒䉃
㪻⺒䉃⢻ജ
䈖䈫

#D'
⍮ ࠄ ߖ ߚ   ࠍ ㆬ ߮ 㧘 ᨩߩ㗅ᐨ
ࠍ⠨߃ߥ߇ࠄ㧘⋧ ᚻ ߦ ಽ ߆ ࠆ ࠃ ߁
ߦߒߡࠆޕ
#D'
ᄢߥࠍ⪭ߣߐߥࠃ߁ߦߒ
ߥ ߇ ࠄ 㧘 ⥝ࠍ߽ߞߡ⡞  ߡ 
ࠆޕ

㪚㪻㪜㪈㪉㪄㪈
㪈 ⥄䉌᳇䈮䈦䈢ᤃ䈚䈇⺒䉂‛䉕⺒䉖䈪䈇
䉎
㪚㪻㪜㪈㪉㪄㪉
㪉 ᤨ㑆䉇ᨩ䈭䈬䈱㗅ᐨ䈮⌕⋡䈚䋬ౝኈ䈱
ᄢ䉕⺒䉖䈪䈇䉎
㪚㪻㪜㪈㪉㪄㪊
႐㕙䉇ᨩ䈱䉁䈫䉁䉍䈭䈬䈮䈧䈇䈩䋬ค
㪊
ㅀ䈮හ䈚䈩⥄ಽ䈭䉍䈮ᗐ䉕ᐢ䈕䈭䈏䉌
⺒䉖䈪䈇䉎

㪋

㪚㪻㪜㪈㪉㪄㪋
ჿ䈮䈚䈩⺒䉖䈪䋬⺆䉇ᢥ䈫䈚䈩䈱䉁䈫䉁
䉍䉇ౝኈ䋬㗀䈐䈭䈬䈮䈧䈇䈩ᗵ䈛䈢䉍⠨䈋
䈢䉍䈚䈩䈇䉎䇯

࿖┙ᢎ⢒╷⎇ⓥᚲᚑ
ߩ⹏ଔⷙḰࠍ⚦ಽൻ

$E'
 ᨩ ߩ 㗅 ᐨ ࠍ ⠨ ߃ ߥ ߇ ࠄ 㧘 ⺆ߣ
⺆߿ᢥߣᢥߣߩ⛯߈ᣇߦᵈᗧߒߡ
ᦠߡࠆ
$E'
ᢥ┨ࠍ⺒ߺߔ⠌ᘠࠍઃߌ㧘㑆
㆑ߥߤߦᵈᗧߒߡࠆ

$E'
ᨩߩ㗅ᐨࠍ⠨߃ߥ߇ࠄ㧘⺆ ߣ ⺆
߿ᢥߣᢥߣߩ⛯߈ᣇߦᵈᗧߒߡ
ᦠߡࠆ
$E'
ᢥ┨ࠍ⺒ߺߔ⠌ᘠࠍઃߌ㧘㑆 ㆑
ߥߤߦᵈᗧߒߡࠆ

%F'
ᤨ㑆߿ᨩߥߤߩ㗅ᐨߦ⌕⋡
ߒ 㧘 ౝኈߩᄢࠍ⺒ ࠎ ߢ  ࠆ
%F'
႐㕙߿ᨩߩ߹ߣ߹ࠅߥߤߦߟ
 ߡ 㧘 ค ㅀ ߦ හ ߒ ߡ ⥄ಽߥࠅߦᗐ
ࠍᐢߍߥ߇ࠄ⺒ ࠎ ߢ  ࠆ
%F'
ჿߦߒߡ⺒ࠎߢ㧘⺆߿ᢥߣߒ
ߡ ߩ ߹ ߣ ߹ ࠅ ߿ ౝ ኈ 㧘 㗀߈ߥߤߦ
ߟߡᗵ ߓ ߚ ࠅ ⠨ ߃ ߚ ࠅ ߒ ߡ 
ࠆޕ

%F'
ᤨ㑆߿ᨩߥߤߩ㗅ᐨߦ⌕⋡ߒ㧘
ౝኈߩᄢࠍ⺒ࠎߢࠆ
%F'
႐㕙߿ᨩߩ߹ߣ߹ࠅߥߤߦߟ
 ߡ 㧘 คㅀߦහߒߡ⥄
⥄ಽߥࠅߦ
ᗐࠍᐢߍߥ߇ࠄ⺒ࠎߢࠆ
%F'
ჿ ߦ  ߒ ߡ ⺒ ࠎ ߢ 㧘 ⺆߿ᢥߣߒ
㗀߈ߥߤߦ
ߡߩ߹ߣ߹ࠅ߿ౝኈ㧘㗀
ߟߡᗵߓߚࠅ⠨߃ߚࠅߒߡ
ࠆޕ

䋼ኻ⽎ఽ┬↢ᓤ䈱䇸⸒⺆䈮䈧䈇䈩䈱⍮⼂䊶ℂ⸃䊶ᛛ⢻㩷䇹䈮䈧䈇䈩䋾
ఽ┬↢ᓤ䈱᭽ሶ䈎䉌䇮⸒⺆䈮㑐䈚䈩䈱⍮⼂䉇ℂ⸃䇮ᛛ⢻䈏䈅䉎႐ว䈲䂾䇮䈭䈇႐ว䈲㬍䇮ㇱಽ⊛䈮䈅䉎႐ว䈲䂦䇮䉒䈎䉌䈭䈇႐ว䈲䋿䉕ઃ䈔䈩䈒䈣䈘䈇䇯
䌁䈜
䈖䈫䊶
⡞䈒䈖
䈫
䌁䈜
䈖䈫䊶
⡞䈒䈖
䈫
䌁䈜
䈖䈫䊶
⡞䈒䈖
䈫

#G'
ᆫ㧘ญᒻߥߤߦᵈᗧߒߡ㧘ߪ ߞ
߈ࠅߒߚ⊒㖸ߢߒߡࠆޕ

㪘㪼㪜㪈㪉㪄㪈
㪼⸒⺆䈮䈧䈇䈩䈱⍮⼂䊶
㪈 ᆫ䋬ญᒻ䈭䈬䈮ᵈᗧ䈚䈩䋬䈲䈦䈐䉍䈚䈢
ℂ⸃䊶ᛛ⢻
⊒㖸䈪䈚䈩䈇䉎䇯

#G'
ᆫ㧘ญᒻߥߤߦᵈᗧߒߡ㧘
ߪߞ߈ࠅߒߚ⊒㖸ߢ ߒ ߡ  ࠆ ޕ

㪘㪼㪜㪈㪉㪄㪉
㪼⸒⺆䈮䈧䈇䈩䈱⍮⼂䊶
㪉 ৼካ䈭⸒⪲䈫᥉ㅢ䈱⸒⪲䈱㆑䈇䈮᳇䉕
ℂ⸃䊶ᛛ⢻
ઃ䈔䈩䈚䈩䈇䉎䇯

#G'
ৼካߥ⸒⪲ߣ᥉ㅢߩ⸒⪲ߩ㆑
ߦ ᳇ ࠍ ઃ ߌ ߡߒߡࠆޕ

㪘㪼㪜㪈㪉㪄㪊
㪼⸒⺆䈮䈧䈇䈩䈱⍮⼂䊶
㪊 ᢥ䈱ਛ䈮䈍䈔䉎ਥ⺆䈫ㅀ⺆䈫䈱㑐ଥ䈮ᵈ
ℂ⸃䊶ᛛ⢻
ᗧ䈚䈩䈚䈢䉍⡞䈇䈢䉍䈚䈩䈇䉎䇯

#G'
ᢥߩਛߦ߅ߌࠆਥ⺆ߣㅀ⺆ߣߩ
㑐 ଥ ߦ ᵈ ᗧ ߒ ߡ  ߒ ߚ ࠅ ⡞ߚ
ࠅߒߡࠆޕ

#G'
ᢥߩਛߦ߅ߌࠆਥ⺆ߣㅀ⺆ߣߩ
㑐 ଥ ߦ ᵈ ᗧ ߒ ߡ ߒߚࠅ⡞  ߚ
ࠅߒߡࠆޕ

$G'
ᐔฬࠍᱜߒߊᦠߚࠅ㧘 
ฬߢᦠߊ⺆ࠍᢥ߿ᢥ┨ߩਛߢᱜߒ
ߊߞߚࠅߒߡࠆޕ

$G'
ᐔฬࠍᱜߒߊᦠߚࠅ㧘  ฬ
ߢᦠߊ⺆ࠍᢥ߿ᢥ┨ߩਛߢᱜߒ
ߊߞߚࠅߒߡࠆޕ

$G'
╙㧝ቇᐕߦ㈩ᒰߐࠇߡࠆṽሼ
ࠍ ᦠ ߈ 㧘ᢥ߿ᢥ┨ߩਛߢ߁ߣߣ
߽ߦ㧘╙㧞ቇᐕߦ㈩ᒰߐࠇߡࠆ
ṽሼࠍẋᰴᦠߡࠆޕ㧔╙㧞ቇ
ᐕ㧕
$G'
㐳㖸㧘ᜓ㖸㧘ଦ㖸㧘᠘㖸ߩ⸥
߇ ߢ ߈ 㧘ഥ⹖ߩޠ߳ޟޠߪޟ
ࠍޠࠍޟᢥߩਛߢᱜߒߊߞߡ
ࠆޕ
$G'
ฏ⺒ὐߩᛂߜᣇ߿߆߉㧔ޠޟ㧕
ߩ   ᣇ ࠍ ℂ ⸃ ߒ ߡ ᢥ┨ߩਛߢ
ߞߡࠆޕ

$G'
╙㧝ቇᐕߦ㈩ᒰߐࠇߡࠆṽሼࠍ
ᦠ߈㧘ᢥ ߿ ᢥ ┨ ߩ ਛ ߢ  ߁ ߣ ߣ
߽ ߦ 㧘 ╙㧞ቇᐕߦ㈩ᒰߐࠇߡࠆ
ṽሼࠍẋᰴᦠߡࠆޕ㧔╙㧞ቇ
ᐕ㧕
$G'
㐳㖸㧘ᜓ㖸㧘ଦ㖸㧘᠘㖸ߩ⸥߇
ߢ߈㧘ഥ ⹖ ߩ ޠ ߳ ޟ ޠ ߪ ޟ
ࠍޠࠍޟᢥߩਛߢᱜߒߊߞߡ
ࠆޕ
$G'
ฏ⺒ὐߩᛂߜᣇ߿߆߉㧔ޠޟ㧕
ߩᣇࠍℂ⸃ߒߡᢥ
ᢥ┨ߩਛߢ
ߞߡࠆޕ

$G'
ὐ↹ߩ㐳⍴㧘ធߒᣇ߿ࠊࠅᣇ
ߥ ߤ ߦ ᵈ ᗧ ߒ ߡ 㧘╩㗅ߦᓥߞߡᢥ
ᢥ
ሼࠍᱜߒߊᦠߡࠆޕ

$G'
ὐ↹ߩ㐳⍴㧘ធߒᣇ߿ࠊࠅᣇߥ
╩㗅ߦᓥߞߡᢥሼ
ߤߦᵈᗧߒߡ㧘╩
ࠍᱜߒߊᦠߡࠆޕ

%G'
⸒ ⪲ ㆜  ߦ ᳇ ࠍ ઃ ߌ ߡ ⺒  ߣߣ
߽ߦ㧘ᢘߢᦠ߆ࠇߚᢥ┨ߥߤߩ
ᢥࠍᗧ⼂ߒߡࠆޕ

%G'
⸒⪲㆜ߦ᳇ࠍઃߌߡ⺒ߣߣ߽
ᢘߢᦠ߆ࠇߚᢥ┨ߥߤߩ
ߦ㧘ᢘ
ᢥࠍᗧ⼂ߒߡࠆޕ

㪙㪼㪜㪈㪉㪄㪈
㪙ᦠ䈒 㪼⸒⺆䈮䈧䈇䈩䈱⍮⼂䊶
ᐔฬ䉕ᱜ䈚䈒ᦠ䈇䈢䉍䋬 ฬ䈪ᦠ䈒⺆
㪈
䈖䈫
ℂ⸃䊶ᛛ⢻
䉕ᢥ䉇ᢥ┨䈱ਛ䈪ᱜ䈚䈒䈦䈢䉍䈚䈩䈇
䉎䇯
㪙㪼㪜㪈㪉㪄㪉
㪙ᦠ䈒 㪼⸒⺆䈮䈧䈇䈩䈱⍮⼂䊶
㪉 ╙䋱ቇᐕ䈮㈩ᒰ䈘䉏䈩䈇䉎ṽሼ䉕ẋᰴᦠ
䈖䈫
ℂ⸃䊶ᛛ⢻
䈇䈩䈇䉎䇯䋨╙䋱ቇᐕ䋩
㪙㪼㪜㪈㪉㪄㪊
╙䋱ቇᐕ䈮㈩ᒰ䈘䉏䈩䈇䉎ṽሼ䉕ᦠ䈐䋬
㪙ᦠ䈒 㪼⸒⺆䈮䈧䈇䈩䈱⍮⼂䊶
㪊 ᢥ䉇ᢥ┨䈱ਛ䈪䈉䈫䈫䉅䈮䋬╙䋲ቇᐕ䈮
䈖䈫
ℂ⸃䊶ᛛ⢻
㈩ᒰ䈘䉏䈩䈇䉎ṽሼ䉕ẋᰴᦠ䈇䈩䈇䉎䇯
䋨╙䋲ቇᐕ䋩
㪙㪼㪜㪈㪉㪄㪋
㪙ᦠ䈒 㪼⸒⺆䈮䈧䈇䈩䈱⍮⼂䊶
㐳㖸䋬ᜓ㖸䋬ଦ㖸䋬᠘㖸䈱⸥䈏䈪䈐䋬
㪋
䈖䈫
ℂ⸃䊶ᛛ⢻
ഥ⹖䈱䇸䈲䇹䇸䈻䇹䇸䉕䇹䉕ᢥ䈱ਛ䈪ᱜ䈚䈒
䈦䈩䈇䉎䇯
㪙㪼㪜㪈㪉㪄㪌
㪙ᦠ䈒 㪼⸒⺆䈮䈧䈇䈩䈱⍮⼂䊶
㪌 ฏ⺒ὐ䈱ᛂ䈤ᣇ䉇䈎䈑䋨䇸䇹䋩䈱䈇ᣇ䉕
䈖䈫
ℂ⸃䊶ᛛ⢻
ℂ⸃䈚䈩ᢥ┨䈱ਛ䈪䈦䈩䈇䉎䇯
㪙㪼㪜㪈㪉㪄㪍
㪙ᦠ䈒 㪼⸒⺆䈮䈧䈇䈩䈱⍮⼂䊶
㪍 ᢥ䈱ਛ䈮䈍䈔䉎ਥ⺆䈫ㅀ⺆䈫䈱㑐ଥ䈮ᵈ
䈖䈫
ℂ⸃䊶ᛛ⢻
ᗧ䈚䈩ᦠ䈇䈩䈇䉎
㪙㪼㪜㪈㪉㪄㪎
㪙ᦠ䈒 㪼⸒⺆䈮䈧䈇䈩䈱⍮⼂䊶
㪎 ᆫ䉇↪ౕ䈱ᜬ䈤ᣇᱜ䈚䈒䈚䈩ৼካ䈮ᦠ
䈖䈫
ℂ⸃䊶ᛛ⢻
䈇䈩䈇䉎䇯
㪙㪼㪜㪈㪉㪄㪏
㪙ᦠ䈒 㪼⸒⺆䈮䈧䈇䈩䈱⍮⼂䊶
ὐ↹䈱㐳⍴䋬ធ䈚ᣇ䉇䉒䉍ᣇ䈭䈬䈮ᵈ
㪏
䈖䈫
ℂ⸃䊶ᛛ⢻
ᗧ䈚䈩䋬╩㗅䈮ᓥ䈦䈩ᢥሼ䉕ᱜ䈚䈒ᦠ䈇䈩
䈇䉎䇯
㪼⸒⺆䈮䈧䈇䈩䈱⍮⼂䊶
㪚㪼㪜㪈㪉㪄㪈
㪈
ℂ⸃䊶ᛛ⢻
䈲䈦䈐䉍䈚䈢⊒㖸䈪⺒䉖䈪䈇䉎䇯
㪼⸒⺆䈮䈧䈇䈩䈱⍮⼂䊶
㪚㪼㪜㪈㪉㪄㪉
㪉
ℂ⸃䊶ᛛ⢻
ᐔฬ䈶 ฬ䉕ᱜ䈚䈒⺒䉖䈪䈇䉎䇯
㪚㪼㪜㪈㪉㪄㪊
䌃⺒䉃 㪼⸒⺆䈮䈧䈇䈩䈱⍮⼂䊶
㪊 ᒰቇᐕ䉁䈪䈮㈩ᒰ䈘䉏䈩䈇䉎ṽሼ䉕⺒
䈖䈫
ℂ⸃䊶ᛛ⢻
䉖䈪䈇䉎䇯
㪚㪼㪜㪈㪉㪄㪋
䌃⺒䉃 㪼⸒⺆䈮䈧䈇䈩䈱⍮⼂䊶
㪋 ᢥ䈱ਛ䈮䈍䈔䉎ਥ⺆䈫ㅀ⺆䈫䈱㑐ଥ䉕ℂ
䈖䈫
ℂ⸃䊶ᛛ⢻
⸃䈚䈩䈇䉎䇯
㪚㪼㪜㪈㪉㪄㪌
䌃⺒䉃 㪼⸒⺆䈮䈧䈇䈩䈱⍮⼂䊶
⸒⪲㆜䈇䈮᳇䉕ઃ䈔䈩⺒䉃䈫䈫䉅䈮䋬ᢘ
㪌
䈖䈫
ℂ⸃䊶ᛛ⢻
䈪ᦠ䈎䉏䈢ᢥ┨䈭䈬䈱ᢥ䉕ᗧ⼂䈚䈩
䈇䉎䇯

$G'
╙㧝ቇᐕߦ㈩ᒰߐࠇߡࠆṽሼࠍ
ᦠ߈㧘ᢥ߿ᢥ┨ߩਛߢ߁ߣߣ߽
ߦ㧘╙ 㧞 ቇ ᐕ ߦ ㈩ ᒰ ߐ ࠇ ߡ  ࠆ
ṽሼࠍẋᰴᦠߡࠆޕ㧔╙㧞
ቇᐕ㧕

䌃⺒䉃
䈖䈫
䌃⺒䉃
䈖䈫

࿑㧝 ዊቇᩞ㧝㧞ᐕ↢ߩ࿖⺆⑼ቇ⠌⹏ଔࠪ࠻ߩో

8

-8-



（４）国語科学習評価シートの実際例
前述したように、本研究においては一定の細分化ルールに基づき国語科評価シートを作
成している(詳細は本研究の成果報告書を参照)。紙面の関係上、本稿では以下に小学校１・
2 年生の一部(「話すこと・聞くことに」に関する関心・意欲・態度）を提示する。
例示の AaE12-1 は、国立教育政策研究所が作成した評価規準である。それを、AaE12-1-1
から AaE12-1-5 のように細分化し、太字の明朝体で書かれた部分について児童の習得状況
を確認していく。なお、文中における一重線は条件、二重線は活動を示している。実際の
シートや他の学年のシートについては資料として掲載する。

AaE12-1
相手に応じ，経験した事などについて，事柄の順序を考えながら話したり，大事な事を落とさないように聞いたり
するとともに，話題からそれないように話し合おうとしている。

AaE12-1-1
相手に応じ，経験した事などについて，事柄の順序を考えながら話したり，大事な事を落とさないように聞いたり
するとともに，話題からそれないように話し合おうとしている。
AaE12-1-2
相手に応じ，経験した事などについて，事柄の順序を考えながら話したり，大事な事を落とさないように聞いたり
するとともに，話題からそれないように話し合おうとしている。
AaE12-3
相手に応じ，経験した事などについて，事柄の順序を考えながら話したり，大事な事を落とさないように聞いたり
するとともに，話題からそれないように話し合おうとしている。
AaE12-1-4

相手に応じ，経験した事などについて，事柄の順序を考えながら話したり，大事な事を落とさないように聞いたり
するとともに，話題からそれないように話し合おうとしている。
AaE12-1-5
相手に応じ，経験した事などについて，事柄の順序を考えながら話したり，大事な事を落とさないように聞いたり
するとともに，話題からそれないように話し合おうとしている。
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㧔㧞㧕ࠬ࠹࠶ࡊ  ߩታᣉ㧔
ޟᒰቇᐕߩ⹏ଔⷙḰࠍ⚦ಽൻߒߚౝኈࠢ࠶ࠚ࠴ߩޠ㧕

ࠬ࠹࠶ࡊ  ߪࡊ࠶࠹ࠬޔ㧝ߩ⹏ଔⷙḰࠍ⚦ಽൻߒߚ߽ߩߩᵴ↪ߢࠆࡊ࠶࠹ࠬޕ㧝ߪ⹏
ଔⷐ⚛߇ⶄᢙࠆߩߢ⹏ߣޠٌޟ߫߃ޔଔߒߚ߽ߩߢߞߡ߽⹏ޔଔⷐ⚛ࠍৼካߦߺߡ
ߊߣޔ
ޟ٤߽ޠٌޟߪࠆޠޟߣޠᷙߔࠆ⚿ᨐߣߥࠅ߃ࠆ⹏ޔߢߎߘޕଔⷙḰߩ
ౝኈࠍ⚦ಽൻߒߚ߽ߩߢౣ࠴ࠚ࠶ࠢߒޔ
ߤߩㇱಽߢ⠌ᓧࠆߪᧂ⠌ᓧߥߩ߆ࠍᛠីߔࠆޕ
ߎߩᲑ㓏ߢ߽ޔ
ޟ٤ޔޔٌޔ㧫⸥ߩޠภߢ࠴ࠚ࠶ࠢߔࠆޕ


㧔㧟㧕ࠬ࠹࠶ࡊ  ߩታᣉ㧔
ޟਅቇᐕߩ⹏ଔⷙḰߦޠᾖࠄߒߚ⹏ଔߩ࠴ࠚ࠶ࠢ㧕
ࠬ࠹࠶ࡊ  ߪޔᒰቇᐕߢߩቇ⠌ߩ⠌ᓧ⁁ᴫߦ߫ࠄߟ߈߇ࠅࡊ࠶࠹ࠬޔ㧝ߢߣޠޟ
⹏ଔߒߚ߽ߩߦߟߡߪޔਅቇᐕߩ⹏ଔⷙḰߦᾖࠄߒߡ⠌ᓧ⁁ᴫࠍ⹏ଔߔࠆ࠶࠹ࠬߩߎޕ
ࡊߢ߽ޔ
ޟ٤ޔޔٌޔ㧫⸥ߩޠภߢ࠴ࠚ࠶ࠢࠍߔࠆޕ


㧔㧠㧕ࠬ࠹࠶ࡊ  ߩታᣉ㧔ቇ⠌ߩ⠌ᓧ⁁ᴫࠍᢛℂߔࠆ㧕
ࠬ࠹࠶ࡊ  ߢߪޔኻ⽎ఽ┬↢ᓤߩ࿖⺆⑼ቇ⠌ߩ⠌ᓧ⁁ᴫߦߟߡࡊ࠶࠹ࠬޔ㧝㨪ࠬ࠹࠶
ࡊ  ߹ߢߩ⹏ଔ⚿ᨐ߆ࠄ⺒ߺขࠇࠆߎߣࠍᢛℂߔࠆޕ

ߎߩࠃ߁ߦޔ⠌ᓧ⁁ᴫࠍ⏕ߔࠆࡊࡠࠬࠍㅢߒߡ⥄ޔ㐽∝ߩࠆఽ┬↢ᓤߩ࿖⺆⑼ቇ
⠌ߦ߅ߌࠆታᘒࠍℂ⸃ߔࠆߣߣ߽ߦޔᰴᐕᐲߩቇ⠌ౝኈ╬ߩ✬ᚑߩ㓙ߦޔ࿖⺆⑼ߩᜰዉᤨ
㑆ᢙ߿ᜰዉౝኈߩ⸳ቯߪࠆޔᜰዉౝኈߩ㊀ὐൻߥߤߦߟߡㆡಾߦⴕ߁ࠃ߁ߦߔࠆޕ


㧞㧚࿖⺆⑼ቇ⠌⹏ଔࠪ࠻ߩ⚿ᨐ
 ᧄⓂߢߪޔදജᩞߩ㜞ᯏ⢻⥄㐽∝ߩࠆఽ┬ߩ࿖⺆⑼ቇ⠌⹏ଔࠪ࠻ߩ⚿ᨐࠍขࠅߍ
ߡ⸃⺑ߔࠆޕኻ⽎ఽ┬ߪዊቇᩞ  ᐕߩ↵ఽߢࠅޔ㜞ᯏ⢻⥄㐽∝ߣߩ⸻ᢿ߇ࠆޕ࿑
 ߩ࿖⺆⑼ቇ⠌⹏ଔࠪ࠻ߩ⚿ᨐߪޔᤓᐕᐲᧃߦታᣉߒߚࠬ࠹࠶ࡊ㧝ࠬ࠹࠶ࡊ  ߢࠆޕ
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࿑  ߮࿑  ߆ࠄ߽ࠄ߆ߥࠃ߁ߦޔ
ኻ⽎ఽ┬ߪ⍮⊛⊒㆐߇ᮡḰߢࠆߦ߽߆߆ࠊࠄߕޔ
ᒰቇᐕߩ⹏ଔⷙḰߪචಽߦ⠌ᓧߐࠇߡߥ⁁ᴫߛߞߚޔߣࠆࠍ⚦ޕ
ߣߎߔޟ⡞
ߊߎߣޠ
ޔ
ޠߣߎߊᦠޟ
ޔ
ߩޠߣߎ⺒ޟౝኈߩ߹ߣ߹ࠅߦ߅ߡޔ㨬⸒⺆ߦߟߡߩ⍮⼂ℂ
⸃ᛛ⢻㨭ߦ㑐ߒߡਅቇᐕߪ⠌ᓧߐࠇޔᒰቇᐕ߽߅߅ߨ⠌ᓧߐࠇߡߚߎߣ߇ಽ߆ࠆޕ
ߒ߆ߒޔ㨬㑐ᔃᗧ᰼ᘒᐲߦޠ㑐ߒߡߪޔ
ߣߎߔޟ⡞ߊߎߣޠ
ޔ
ޠߣߎߊᦠޟ
ޔ
ߎ⺒ޟ
ߣߩޠౝኈߩ߹ߣ߹ࠅߦ߅ߡޔᒰቇᐕߩቇ⠌ߪ⠌ᓧߐࠇߡߥ⁁ᴫߢࠅޔห᭽ߦޔ
ฦ⢻ജߦߟߡ߽⠌ᓧ߇චಽߢߥߎߣ߇ࠄ߆ߦߥߞߚޕ


㧟㧚࿖⺆⑼ቇ⠌⹏ଔࠪ࠻ߩ⚿ᨐࠍᜰዉ⸘↹╬ߦ↢߆ߔ
೨ㅀߒߚኻ⽎ఽ┬ߩߢޔᰴᐕᐲߩቇ⠌ౝኈ╬ߩ✬ᚑ߳ቇ⠌⹏ଔ⚿ᨐࠍߤ߁ᤋߐߖޔ
ߤߩࠃ߁ߦᵴ↪ߒߡߊߩ߆࿑  ߢⷐࠍ␜ߒ ޔ㨪 ߢ⚦ߦ⺑ߔࠆޕ

ᛖᅹܖ፼ᚸ̖ǷȸȈƴǑǔᚸ̖ኽௐƷဇ
ዮਙႎᚸ̖ǷȸȈ
Step1
⋡⊛

ᒰቇᐕ䈱⠌ᓧ⁁ᴫ䉕ᛠី䈜䉎

Step2
⋡⊛

ᒰቇᐕ䈱ฦ㗄⋡䈗䈫䈱ぽ䈐䉇䇮⠌
ᓧ䈚䈩䈇䉎ౝኈ╬䉕ᛠី䈜䉎

ܖ፼ϋܾሁዻ
Step䋵

⋡⊛
․ᡰេቇ⚖ߩ࿖⺆⑼ᜰዉ䈱㓙䈲䇮

ᜰዉᣇ㊎╬䉕⏕䈮䈚䇮ᜰዉౝኈ
䈱シ㊀䉕್ᢿ䈚䈩✚ว⊛䈮✬ᚑ
䃂ᜰዉౝኈ䈱⚵❱䋺ᜰዉᣇ㊎

䃂ᜰዉᣇ㊎䉕⏕䈮䈜䉎
䃂↪䈜䉎ᢎ⑼ᦠ䉕ቯ
䃂ᜰዉౝኈ䉕♖ㆬ䈜䉎

Step䋳

φ˳ႎƳᚘဒ
Step䋶
⋡⊛

ౕ⊛䈭⸘↹䈮ᤋ䈘䈞䉎

ᤨ㑆ഀ䈱ᚑ
࿖⺆⑼ᐕ㑆ᜰዉ
⸘↹䈱ᚑ
䈱ᜰዉ⸘↹

䃂⹏ଔၮḰ䉕ᗐቯ䈜䉎

⋡⊛

ਅቇᐕ䈱⠌ᓧ⁁ᴫ䋨ฦ㗄⋡Ფ䋩䉕ᛠី
䈜䉎

Step䋴

⋡⊛䋺ぽ䈐䉇䈜䈇ὐ䇮ᓧᗧ䈭ὐ䉕ᢛℂ䈚䇮Aำ
䈱ో⊛䈭․ᓽ䉕ᛠី䈜䉎䇯

࿖⺆⑼ቇ⠌⠌ᓧ䈱⁁ᴫ䈱ᛠី
⥄㐽∝䈱․ᕈ䈎䉌 ₪ᓧ䈱㔍䈚䈇

ቇ⠌ౝኈ╬

⥄㐽∝䈱․ᕈ䈎䉌₪ᓧ䈚䉇䈜䈇

䂾࿖⺆⑼ᜰዉᤨᢙ䈱ቯ

䊶ᤨᢙ䋨․ᡰេቇ⚖䈪䈱ᜰ
ዉ㪆ᵹቇ⚖䈪䈱ᜰዉ䋩
䂾ᜰዉౝኈ䈱✬ᚑ╬

䊶㊀ὐ⊛䈮ᛒ䈉ᜰዉౝኈ
䊶◲න䈮ᛒ䈉ᜰዉౝኈ

ቇ⠌ౝኈ╬

        ࿑  ࿖⺆⑼ቇ⠌⹏ଔࠪ࠻ߦࠃࠆ⹏ଔ⚿ᨐߩᵴ↪
 
߹ߕᜂᒰᢎຬߪޔᰴᐕᐲߦ߅ߌࠆ࿖⺆⑼ᜰዉߩౝኈ╬ࠍ✬ᚑߔࠆߚޔ࿑  ߩࡈࠜࡑ
࠶࠻ࠍ↪ߒߡᜰዉߩᨒ⚵ߺࠍቯߒߡߊ ࠬ࠹࠶ࡊ  ޔ߅ߥޕ࿑  ߮࿑  ߩࡈࠜ
ࡑ࠶࠻ߪ⎇ᧄޔⓥ࠴ࡓߢᚑߒᵴ↪ߒߡ߽ࠄߞߚ߽ߩߢࠆޕ
࿖⺆⑼ᜰዉߩౝኈ╬ߩ✬ᚑߦߟߡߪౕޔ⊛ߦԘ࿖⺆⑼ᜰዉᤨ㑆ᢙޔԙᢎ⑼ᦠޔԚฦ
නరߩߨࠄޔԛਥߥᜰዉߩ႐ޔԜᜰዉᒻᘒޔԝ⹏ଔޔԞᐕ㑆ᜰዉ⸘↹ߩⷞὐߢࠅޔᜂ
ᒰᢎຬߪ৻ߟ߭ߣߟᤋߐߖࠆߴ߈ౝኈࠍ⏕ߒߩߘޔℂ↱ࠍ⸥ㅀߔࠆޕ
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ⷰὐ

ℂ↱

ᤋ㗄

ᄢ䈮Ⴧ䉇䈚䈢
䉇䉇Ⴧ䉇䈚䈢
㽲࿖⺆⑼䈱✚ᤨᢙ䈮
䂾 ᄌ䈋䈩䈇䈭䈇
䈧䈇䈩
䉇䉇ᷫ䉌䈚䈢
ᄢ䈮ᷫ䉌䈚䈢

䇭ఽ┬䈏⠌ᓧ䈚䉇䈜䈇නర䈫䇮䈠䈉䈪䈭䈇නర䉕
ᗐቯ䈚䈩ᤨᢙ䉕Ⴧᷫ䈚䈢䈢䉄䇮✚ᤨᢙ䉕ᄌ䈋䈝䈮
ታᣉ䈪䈐䈢䇯

䂾 ਥ䈮ᒰቇᐕ䈱ᢎ⑼ᦠ䉕↪䈜䉎䈖䈫䈮䈚䈢
ᒰቇᐕ䈱ᢎ⑼ᦠ䉕ਛᔃ䈮䇮ਅቇᐕᢎ⑼ᦠ䈱৻ㇱ䉕↪䈜䉎䈖䈫䈮䈚䈢
㽳࿖⺆⑼䈱ᢎ⑼ᦠ䈮
ਥ䈮ਅቇᐕ䈱ᢎ⑼ᦠ䉕↪䈜䉎䈖䈫䈮䈚䈢
䈧䈇䈩
ᢎ᧚䋨⥄䊒䊥䊮䊃╬䋩䉕ਛᔃ䈮䇮ਅቇᐕ䈱ᢎ⑼ᦠ䈱৻ㇱ䉕↪䈜䉎䈖䈫䈮䈚䈢
䈠䈱ઁ

䇭ᒰቇᐕ䈱ቇ⠌ౝኈ䉕⠌ᓧ䈜䉎䈖䈫䈏น⢻䈣䈫
ᗐቯ䈚䈢䇯

ฦනర╬䈱䈰䉌䈇䈲䇮ᒰቇᐕ䈱䈰䉌䈇䈱䉁䉁䈪ታᣉ䈜䉎䈖䈫䈮䈚䈢
䂾 නర䈮䉋䈦䈩䈲䇮ᒰቇᐕ䈱䈰䉌䈇䈱৻ㇱ䉕ᄌ䈋䉎䈖䈫䈮䈚䈢
㽴ฦනర䈱䈰䉌䈇䈮
ฦනర╬䈱䈰䉌䈇䈲䇮ਅቇᐕ䈱䈰䉌䈇䈱䉁䉁䈪ታᣉ䈜䉎䈖䈫䈮䈚䈢
䈧䈇䈩
නర䈮䉋䈦䈩䈲䇮ਅቇᐕ䈱䈰䉌䈇䈱৻ㇱ䉕ᄌ䈋䉎䈖䈫䈮䈚䈢
䈠䈱ઁ
ో䈩䈱ᤨ㑆䉕․ᡰេቇ⚖䈪ታᣉ䈜䉎䈖䈫䈮䈚䈢
ో䈩䈱ᤨ㑆䉕ㅢᏱ䈱ቇ⚖ᜂછ䈮છ䈞䈩ᜰዉ䈜䉎䈖䈫䈮䈚䈢
㽵ᜰዉ䈱႐䈫
䂾 ․ᡰេቇ⚖䈫ㅢᏱ䈱ቇ⚖䈱ਔᣇ䈱႐䈪䇮ਔᜂછ䈏䈠䉏䈡䉏ᜰዉ䉕䈜䉎䈖䈫䈮䈚䈢
ਥ䈭ᜰዉ⠪䈮䈧䈇䈩
․ᡰេቇ⚖䈫ㅢᏱ䈱ቇ⚖䈱ਔᣇ䈱႐䈪䇮․ᡰេቇ⚖ᜂછ䈏ᜰዉ䉕䈜䉎䈖䈫䈮䈚䈢
䈠䈱ઁ
㽶⥄㐽∝䊶ᖱ✜㓚ኂ
ਥ䈮ᜰዉ䈪ታᣉ䈜䉎䈖䈫䈮䈚䈢
․ᡰេቇ⚖䈮䈍䈔
䇭䂾 ਥ䈮ዊ㓸࿅ᜰዉ䈪ታᣉ䈜䉎䈖䈫䈮䈚䈢
䉎ᜰዉᒻᘒ╬䈮
䈠䈱ઁ
䈧䈇䈩
㽷⹏ଔ䈮䈧䈇䈩

䂾 ᒰቇᐕ䈱⹏ଔၮḰ䉕䈠䈱䉁䉁䈇䇮⹏ଔ䈜䉎䈖䈫䈮䈚䈢
ਅቇᐕ䈱⹏ଔၮḰ䉕䈠䈱䉁䉁䈇䇮⹏ଔ䈜䉎䈖䈫䈮䈚䈢
ᒰ䈶ਅቇᐕ䈱⹏ଔၮḰ䉕৻ㇱᵴ↪䈚䈩䇮⹏ଔ䋨㆐ᐲ⹏ଔ䋩䈜䉎䈖䈫䈮䈚䈢
䈠䈱ઁ

↪䈜䉎ᒰቇᐕ䊶ਅቇᐕ䈱ᢎ⑼ᦠㅢ䉍䇮․䈮ᄌᦝ䈞䈝ᐕ㑆⸘↹䉕ᚑ䈚䈢
䂾 ↪䈜䉎ᒰቇᐕ䊶ਅቇᐕ䈱නర䈱㗅ᐨ䉕ᄌ䈋䉎䈭䈬䈚䈩䇮ᐕ㑆⸘↹䉕ᚑ䈚䈢
㽸ᐕ㑆䈱ᜰዉ⸘↹䈮
ᒰቇᐕ䈫ਅቇᐕ䈱නర䉕ᷙ䈚䈩䇮ᐕ㑆⸘↹䉕ᚑ䈚䈢
䈧䈇䈩
ᣂṽሼ䈲ᒰቇᐕ䈱ౝኈ䉕ᐕ㑆⸘↹䈮⟎ઃ䈔䈢
䈠䈱ઁ

䇭ㅢᏱ䈱ቇ⚖䈪䈲䇮‛⺆ᢥᢎ᧚䈱නర䈪䋱ᤨ㑆䈮ⶄᢙ䈱䈰䉌
䈇䈪ቇ⠌䈜䉎႐ว䈏䈅䉎䈏䇮ኻ⽎ఽ┬䈱႐ว䈲䇮䋱ᤨ㑆䈮ቇ
⠌䈜䉎䈰䉌䈇䉕䋱䈧⒟ᐲ䈮䈚䈢䇯
䇭ㅒ䈮䇮⸒⺆㗄䈱ቇ⠌䈪䈲䇮䇸ᒻኈ⹖䇮ធ⛯⹖䈭䈬䈱ฬ⒓䉕
⍮䉍䇮䊶䊶䇹䈱䉋䈉䈮䇮ㅢᏱ䈱ቇ⚖䉋䉍⋡ᮡ䉕㜞䈒⸳ቯ䈚䈢႐ว䈏
䈅䈦䈢䇯

䇭ᣂ⡞䉍䉇䈚ว䈇䇮䉴䊏䊷䉼╬䈱ቇ⠌䈪䈲䇮
․ᡰេቇ⚖䈪䈮ቇ⠌䈚䈢䉅䈱䉕ㅢᏱ䈱ቇ
⚖䈪⊒䈜䉎䈫䈇䈉䉋䈉䈮䇮ᜰዉ䈱႐䉕ቇ⠌ౝኈ
䈮ᔕ䈛䈩ᄌ䈋䈢䇯
䇭ቇᐕ䇮⠌ᓧ⁁ᴫ䇮⠌ᓧᣇᴺ╬䈏ૃ䈩䈇䉎ఽ┬ห჻䈪ዊ

㓸࿅ᜰዉ䉕ታᣉ䈚䈢䇯ቇ⠌䈮䈍䈇䈩䇮㆐䈱⠨䈋䉕ෳ⠨
䈮䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䈱䈪䇮ᜰዉ䉋䉍ലᨐ⊛䈪䈅䈦䈢䇯

䇭ኻ⽎ఽ┬䈱ቇ⠌⋡ᮡ䉕⹏ଔ䈜䉎䈱䈮䈲䇮ᒰ
ቇᐕ䈱⹏ଔၮḰ䈏ㆡᒰ䈪䈅䉎䈫ᗐቯ䈚䈢䇯

䇭⠌ᓧ䈚䉇䈜䈇䈫ᗐቯ䈚䈢⺑ᢥᢎ᧚䈲ᤨᢙ䉕ዋ
䈭䈒䈚䇮⠌ᓧ䈏࿎㔍䈪䈅䉎䈫ᗐቯ䈚䈢‛⺆ᢥᢎ᧚
䈲ᤨᢙ䉕Ⴧ䉇䈚䈩ᜰዉ䈜䉎䈖䈫䈏ᔅⷐ䈪䈅䈦䈢䇯
䇭ᢥᢎ᧚䈲䇮ⴕ䈮ว䉒䈞䈩නర䈱㗅ᐨ䉕ᄌ
䈋䇮ቇ⠌䈮ข䉍⚵䉂䉇䈜䈒䈚䈢䇯



࿑  ࿖⺆⑼ቇ⠌⹏ଔࠪ࠻ߩᵴ↪߮ᜰዉ⸘↹╬߳ߩᤋ ᨒ⚵ߺ ߩࡈࠜࡑ࠶࠻


೨ㅀߩᜂᒰᢎຬߪޔኻ⽎ఽ┬ߦߟߡ࿖⺆⑼ቇ⠌ߩ⠌ᓧ⁁ᴫࠍ〯߹߃ޔᐔᚑ  ᐕᐲߩ
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Ⅳ 実践事例
実践事例１ 当該学年教材・当該学年ねらいによる指導
｢わたしはおねえさん｣(物語文)を用いて
実践事例２ 当該学年教材・ねらいを一部変えて指導
｢わすれられないおくりもの｣(物語文)を用いて
実践事例３ 当該学年教材・ねらいを一部変えて指導
｢ごんぎつね｣(物語文)を用いて
実践事例４ 当該学年教材・ねらいを一部変えての指導
「世界一美しいぼくの村」(物語文)を用いて
実践事例５ 当該学年教材・ねらいを一部変えての指導
｢ごんぎつね｣(物語文)を用いて
実践事例６ 当該学年教材・ねらいを一部変えての指導
｢権狐｣（物語文）を用いて
実践事例７ 当該学年教材・ねらいを一部変えての指導
「自分新聞をつくろう」を用いて
実践事例８ 当該学年教材・ねらいを一部変えての指導
「自分新聞をつくろう」を用いて
実践事例９ 当該学年教材・ねらいを一部変えての指導
「想像力をふくらませて」を用いて
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児童生徒の特徴のまとめ
・本児は、「読むこと」に関しては学年相応の力を持っているが、
「話すこと・聞くこと」
、「書くこ
と」に関しては、当該学年の学習が十分ではないということが明らかになった。
・｢話すこと｣や｢書くこと｣に関しては、かなりの抵抗感を持っているので、失敗経験を少なくし達
成感を繰り返し得ることのできる学習課題を設定するなどの配慮が必要である。
・本人の得意な読む力を活用しながら、｢話すこと・聞くこと｣、｢書くこと｣の力を高めていきたい。

３．国語科学習評価シートによる評価結果を踏まえた国語科指導への反映事項
（１）自閉症・情緒障害特別支援学級での国語科指導の枠組み
①国語科の総時数について
「やや増やした」(週 4 時間から週 6～8 時間)
物語文の授業を小集団で行ったり、
「話す・聞く」授業をクラス全体で行ったりするため
に、昨年度まで行ってきた個別学習の時間に加え、週 2～4 時間を今年度 6 月以降に増やし
た。相手の心情理解については、自立活動や道徳の時間にも取り扱うことにした。教科書
の音読、漢字の読み書きは毎日の宿題として家庭学習でも行うことにした。

②国語科の教科書について
「主に当該学年の教科書を使用することにした」
国語科学習評価シートによる評価結果では、
「読む」能力は学年相応の力があり、また、
「話すこと・聞くこと」
、
「書くこと」の項目については、今後の学習の積み重ねで評価規
準に達していくと判断したので、主に該当学年の教科書を使用することにした。

③各単元のねらいについて
「当該学年のねらいのままで実施することにした」
各単元等のねらいは、当該学年のねらいのままで実施することにした。評価規準、本校
の評価基準に即して評価している。観点は踏まえているが、評価方法は文章記述による評
価である。

④指導の場と主な指導者について
「多くの時間を特別支援学級で実施することにした」
対象児は、初めての場面やわからないことがある場面など、活動が滞ることがある。一
斉指示等の聞き漏らしが多いので、本人の理解度や進度に合わせたワークシート等の利用
が不可欠と考え、通常の学級での授業への参加は難しいと判断した。
そのため、特別支援級の個別学習の時間、及び特設した国語の時間で担任が指導を行う
こととした。単元の内容が本人の理解度に合うと予測できる場合、担任と共に交流及び共
同学習に参加して学習を進めることした。

⑤自閉症・情緒障害特別支援学級における指導形態等について
「主に個別指導で実施することにした」
主な指導は個別指導である。物語文の学習（音読、リレー音読、一斉音読、文の読解、
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音読劇など）は、特設の国語の指導時間(週 4 時間程度)で小集団（3 人：本人、2 年ダウン
症男児、3 年自閉症女児）指導として行うこととした。また、
「話すこと・聞くこと」の学
習(授業)はクラス全体で行うこととし、学び合い学習や話し合い活動を行うこととした。
単元の内容によっては、交流及び共同学習に参加して学習を進めることとした。

⑥評価について
「当該学年の評価基準をそのまま使い、評価することにした」
国語科学習評価シートによる評価結果では、
「読む」能力は学年相応の力があり、また「話
すこと・聞くこと」
、
「書くこと」の項目については、今後の学習の積み重ねで評価基準に
達していくと判断したので、当該学年の評価基準をそのまま使い評価することにした。
年度初め(前期)、年度の半ば（後期の初め）に国語科学習評価シートによる評価を行い、
その評価に基づいて個別指導計画を作成した。個別指導計画の目標に即しても評価を行っ
た。

⑦年間指導計画について
「特に変更せずに計画した」
使用する当該学年・下学年の教科書通り、特に変更せずに国語科年間計画を作成した。
新出漢字は、当該学年の内容を年間計画に位置付けた。

（２）自閉症・情緒障害特別支援学級での国語科指導の内容
①当該学年の内容の重点化・簡素化について
｢当該学年の内容をそのまま取り扱うことにした｣
対象児は、
「読むこと」に関して学年相応の力を持っているが、「話すこと・聞くこと」
、
「書くこと」に関しては評価が低いという結果が明らかになった。
そこで、対象児の特徴を踏まえ、国語科学習における単元の題材・内容については次の
ように考えた。
当該学年の単元・教材配列が「音読しよう：ふきのとう」から始まっている。対象児の
得意な力である「読む力」を利用しながら学習を進めることができるので、当該学年の内
容を、そのまま取り扱い学習を進めることにした。ただし、単元の内容によっては扱う時
間数の増減を持たせることとした。

②下学年内容の重点化・簡素化
「下学年の内容は扱わない」

③各まとまりの内容の重点化・簡素化について
｢話す・聞く力｣の向上を目指して、主たる指導内容を想定した」
｢書く力｣の向上を目指して、主たる指導内容を想定した」
「話すこと・聞くこと」では、相手に応じて経験した事などは話すことはできるが、事
柄の順序を考えて話したり、話題からそれないように話そうとしたりすることは難しい。
また、話を聞いている時の注意が持続できずに、大事なことを聞き洩らしてしまうことも
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時々見られる。
「書くこと」では、日記や感想、観察したことなどを書くように促されても
活動が滞ってしまうことが多い。相手や目的を考えながら、事柄を集めたり簡単な組み立
てを考えたりして文章を書いたりすることは苦手であるので、また、｢書く力｣に関しては
全体的に学習不足であると判断したため、｢話す・聞く力｣、｢書く力｣の向上を目指して、
主たる指導内容を想定した。

④題材・内容選択について
｢当該学年の説明文教材・物語教材を、主たる指導内容として想定した｣
「話す力・聞く力」を向上させるために、
「ともこさん

どこかな」の授業はクラス全体

で行い、教師や友達の説明をよく聞く学習を進めることで、大事なことを聞きもらさない
ように聞くことができる力を向上させることとした。
また、
「はっぴょうしよう

あったらいいな

こんなもの」では、個別指導の中で自分が

考えた事物を交流及び共同学習の場で発表したり、友だちの発表を聞いて感想を述べたり
することで、話す力、聞く力をさらに高めることとした。
「書く力」を向上させるためには、
本児の興味関心が高い説明文の学習を通して、記録のポイント（かんさつ名人のわざ）を
身につけさせ、生活科などの観察記録を書く学習に生かすことで、さらに書く力を高める
こととした。
また、
「おもちゃのつくりかた」では、対象児の得意な読む力を利用して、時間的な順序
や事柄の順序をあらわすことばに着目させ、自分の考えが明確になるように事柄の順序に
沿って簡単な構成を考え、語と語や文と文のつながりに注意して文を書く活動に取り組ま
せることとした。
物語文(「スイミー」
、
「お手紙」
、
「私はおねえさん」
、
「スーホの白い馬」
、など)の学習で
は、段落ごとに一通り全体の内容を把握した上で感想を求めることにした。物語文では内
容をさらに深く理解できるようにワークシートにまとめた自分の感想や友達の感想を読み
あったり発表し合ったりし、お互いの感想を比較して違いに気づき内容の理解を促進する
こととした。また、物語文の場面を劇化して役割交替などをしながら登場人物のせりふや
動作をまねることで内容の理解を促進することとした。

⑤その他
「自立活動や道徳の学習を通して登場人物の心情等に対する関心・理解を高める」
自立活動や道徳の学習を通して「自己意識や他者意識」
、
「表情と気持ちの理解」など
の力を向上させ、登場人物の心情等に対する関心・理解を高める。

（３）自閉症・情緒特別支援学級での国語科指導における配慮
①関心・意欲・態度について指導上の配慮
｢その他｣
生活科の学習内容や活動と関連させたり、視覚的教材を使ったり様子を動作化させたり
してイメージ化を図って指導する。
物語文の学習では、初発の感想を求めることで活動の滞りや学習意欲の低下が見られ
るので、初発の感想は求めず段落ごとに一通り全体の内容を把握した上で感想を求める。
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自立活動や道徳の学習を通して「自己意識や他者意識」
、
「表情と気持ちの理解」などの
力を向上させ、登場人物の心情等に対する関心・理解を高める。

②各能力についての指導上の配慮
｢書く力を向上させるために、漢字指導等を取り入れている｣
単元の新出漢字の読み書きができるように、
音読及び漢字の読み書き課題を家庭学習で
も取り組ませることとした。
｢読む力向上させるために、音読を意識的に取り入れている｣
音読を繰り返すことであらすじや言葉の意味等の理解を高める。音読の宿題を毎日課し、
音読カードやワークに保護者からの評価をもらうこととした。
リレー音読や一斉音読も取り入れることとした。
｢その他｣
「話す力、聞く力」をさらに高めるために、個別指導の中で自分が考えた事物を交流及
び共同学習の場で発表したり、友だちの発表を聞いて感想を述べたりするなど考えた。

③言語についての知識・理解・技能についての指導上の配慮
｢文中の語句・文言の解説をするなどをして内容の理解を促している｣
文中の様子やわけに色別に線をひかせて内容を把握させたり、注目すべき言葉を提示し
たりして理解を促す。また、教科書の文中から、キーワードを探して線を引かせて、その
語を中心に内容理解を深めさせる。
文中の語句、文言の解説、丸(。)や点(、)、かぎ(「 」)の使い方や、主語と述語の関
係の学習を通して、さらに内容の理解を促す配慮と想定した。
文の内容の理解を促すために挿絵を並べかえたり、あらすじに沿って壁面画を作成した
りする活動を通して、あらすじを捉えさせることとした。
さらに、あらすじなど書いて表現させる際は、ワークシートを活用し、そこにキーワー
ドや事柄や時間の順序を示す言葉などを入れることで、文が完成できるようにする。
順序や事柄の順序をあらわすことばに着目させ、自分の考えが明確になるよう事柄の順
序に沿って簡単な構成を考え、語と語や文と文のつながりに注意して文を書く活動を取り
入れることとした。
｢文中の表現についてイメージできるように動作化をしている｣
文中の表現についてイメージ化できるように様子の動作化、
登場人物の劇化などを行う。
また、自分の経験と結び付けて登場人物の様子や心情などを想像させる。
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４．国語科指導における 1 年間の方針
国語科学習評価シートによる学習評価の結果、
「読む」能力は学年相応の力があり、また、
「話すこと・聞くこと」
、
「書くこと」の項目については、今後の学習の積み重ねで評価規
準に達していくと判断した。したがって、主に該当学年の内容をそのまま取り扱うことに
した。
4 月当初からは説明文教材を中心に学習を進め、6 月以降からは説明文、物語文の教材を
同時に並行して学習を進めることとした。当該学年の内容を漏れなく学習を進めていくた
めには、個別学習の時間だけでは時間数が足りないので、6 月以降は説明文の学習は主と
して個別学習の時間で行い、
物語文の学習は週 4 時間ほど国語の時間を増やして(時間割を
変更して)、主としてその時間に小集団で授業を行うことにした。
対象児は、｢話すこと・聞くこと｣、｢書くこと｣にはかなりの苦手意識と抵抗感を持って
いるので、ワークシートを用意し、そこにキーワードを記入することで文が完成し、それ
を読んで発表させる等の配慮を行っていきたいと考えた。
この取り組みを繰り返すことで、
苦手意識や抵抗感を軽減させ、話したり書いたりすることに自発的に取り組むことができ
るようになってほしいと願っている。
今回、学習を進める中で、文中の登場人物の行動や様子から想像を広げながら読み進め
ることは、対象児にとっても難しいであろうと推測した。また、対象児のみならず、広汎
性発達障害の児童が内容の理解を深め想像を広げていくためには、自分の経験と結び付け
て考えていくことが重要となる。自分の経験を思い出しながら(思い出させながら)、登場
人物の似ているところに気付かせたり、違うところを見つけ出させたりすることが、物語
文や説明文を読み進めていく上で有効な手立てとなる。
このように、自分の経験と結び付けて学習を進めるためには、生活科や自立活動、道徳
等の学習内容と関連させて国語科学習を進めていくことが不可欠であると考えている。例
えば、生活科の学習と関連を持たせ、文中の様子などのイメージ化を促進したり、観察記
録や活動記録を書いたりすることで、対象児のそれぞれの力が高まると考える。また、自
立活動や道徳の学習を通して、
「自己意識や他者意識」
、
「表情と気持ちの理解」などの力を
向上させることで、登場人物の関係性や心情理解の力も高めていくことができると考える。
この一年間の国語科の学習を通して、対象児のコミュニケーション能力が高まり、自信
を持って活動できる場面が数多くみられる事を願い学習を進めていきたい。
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実践事例２(当該学年教材・ねらいを一部変えて指導)
当該学年教材｢わすれられないおくりもの｣(物語文)を用いて

１．研究対象者
小学 3 年男子、広汎性発達障害、知的発達は標準である。聴覚情報処理より、視覚
情報処理の方が優位である。自分の世界に入り込んでしまうことが多く、指示は目の
前で視線を合わせてから行わないとほとんど聞いていない。
また話題に沿った会話が成立しないことがある。場に応じた言葉づかいができず、
時には暴言（本人は感じていない）を吐いてしまうことがある。思い通りにいかない
と担任以外の前でパニック（癇癪をおこし、暴れてしまう）を起こすことがある。
学習面では、当該学年の教科書を使用している。第２学年末のテストでは国語・算
数ともに 60 点前後であった。

２．平成２２年度末の国語科学習評価シートによる学習評価の結果
Step4 データの

児童生徒名：

３学年 小 1、2 年 ・ 小 3、4 年 ・ 小 5、
6 年 ・ 中 1 年 ・ 中 2、3 年

まとめ

項目

国語への

能力

関心・意欲・態度

言語についての
知識・理解・技能

・自分から進んで話す

話す・聞く能力

・姿勢や口形に注意してはっ

ことはしない。質問を

・質問をすれば、知らせた

きり話すことができる。普段

すれば答えることはで

いことを話すことができる

は丁寧で正しい言葉を使う

Ａ

きる。大人とならば経

が、事柄の順序を考えるこ

ことができるが、夢中になる

話すこ

験を話すことはできる

とは難しい。視覚優位のた

と乱暴な言葉遣いになるこ

と・聞

が、事柄の順序を考え

め、なかなか耳に情報が入

とがある。

こと

て話すなどの様子はみ

らない様子で、大事なこと

られない。大事なこと

を聞き洩らすことが多い。

を聞き洩らす傾向もあ

話し合うことは難しい。

る。

Ｂ
書くこ
と

・黒板を写すことはで

書く能力

・当該学年の漢字は８～９割

きる。作文では目的に

・相手や目的を考え事柄の

書ける。同じ読み方をする単

応じて文の組み立てを

順序、語や文の続き方に注

語を見つけたり、平仮名を自

考えて書くことは難し

意して書くことは、指示を

分から漢字に直して書いた

い。書いた文章を読み

すれば部分的に書くことが

りすることができる。文章の

直すことは難しい。好

できることもある。文の組

中で句読点や「

きなキャラクターを使

み立てを考えたり、接続詞

ることは難しい。

用した漫画のような読

を使ったりすることは難し
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」を使用す

み物を書いている。

い。間違いがないか読み返
すことも難しい。

Ｃ
読むこ
と

・やさしい読み物であ

読む能力

・平仮名、カタカナは全て読

れば内容をとらえた

・自分から読み物を読んだ

める。当該学年の漢字も８～

り、声に出して楽しん

り音読したりすることがで

９割読むことができる。

で読んだりすることが

きる。短い文章や何度も繰

できる。慣れてくると

り返し読んだ内容について

読む口調を変えたりす

は、時間や順序に着目して

ることができる。

読むことができる。本に挿
絵がついていれば、叙述に
即してイメージして読むこ
とができる。

児童生徒の特徴のまとめ
漢字については興味があり、漢字練習などでは積極的に発表することがある。特に知っ
ている単語と同じ読み方をする漢字が出てくると、質問をすることが多い（例：紙という
字を練習すると「これは髪の毛のかみですか？」等）。当該学年の漢字が読めることもあ
り、教科書はスラスラ音読でき、気分に応じて読み方を変えて読むことがある。簡単な質
問をすれば、質問内容について答えることができる。時々友達同士であれば、「○○は好
きですか？」と自分から質問することもある。またわからないことがあれば、自分から「○
○は何ですか？」と質問をすることもある。視覚優位のため、なかなか耳に情報が入らな
いことあり、聞き洩らしがあったり、友達から質問をされた時に無視するつもりがなくて
も、結果的に無視してしまったりすることがある。

３． 国語科学習評価シートによる評価結果を踏まえた国語科指導への反映事項
（１）自閉症・情緒障害特別支援学級での国語科指導の枠組み
①国語科の総授業時数について
「通常の学級に比べて減らしている」
通常の学級は、週 7 時間（書写を含む）のため、国語科授業が 1 日 2 時間の日があ
るが、対象児童の実態から、1 日 1 時間で週 5 時間+書写 1 時間で指導することとした。

②国語科の教科書について
「主に当該学年の教科書を使用することにした」
2 年生の時点でほぼ当該学年の教科書を使って指導できたことから、3 年生でも問題
なく使用できると考えた。

③各単元のねらいについて
「単元によっては、当該学年のねらいの一部を変えることにした」
対象児童は、当該学年の単元のねらいで学習を行うことは難しいと考え、物語文や
説明文ではねらいを簡単にした。例えば、物語文として、通常の学級では「主人公の
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様子や気持ちを読み取る」であるが、
「動作化をすることにより、主人公の立場になっ
て気持ちを知ることができる」などの変更が必要と考えた。

④指導の場と主な指導者について
「全ての時間を特別支援学級で実施することにした」
その理由として、現段階では、対象児童にとって通常の学級での大きな集団の中で
の指導より、個別指導に近い形での指導の方が理解しやすいと考えたからである。

⑤自閉症・情緒障害特別支援学級における指導形態等について
「主に小集団指導で実施することにした」
その理由として、対象児童と同様の実態を示す在籍児童がいたことや、小集団での
指導では本人にも負担がかからないと想定したからである。

⑥評価について
「当該の評価基準を一部活用して、評価（到達度評価）することにした」
その理由として、ねらいを一部変えた指導を考えているので、それに応じた基準を
設定した。

⑦年間の指導計画について
「使用する当該学年の教科書通り、特に変更せず年間計画を作成した」
4 月の時点では、当該学年の教科書通り年間計画をたてることで開始した。しかし、
通常の学級よりも授業時間が少ない上、授業進度に時間がかかり削除した単元もあっ
た。具体的には、新出漢字は当該学年の内容を年間計画に位置付けたのであるが、新
出漢字は 7～8 割は理解できている実態から、計画を変更することなどを行った。
（２）自閉症・情緒障害特別支援学級での国語科指導の内容

①当該学年の指導内容の重点化・簡素化
4 月の段階「当該学年の内容で指導を重点的に実施しようとする内容を想定した」
「指導内容を簡単に扱おうとしたりする内容を想定した」
↓
7 月の段階「当該学年の内容によっては、最初から取り扱わないとした内容もあ
った」
「指導内容を簡単に扱おうとしたりする内容を想定した」
4 月の段階では、指導を簡単にしながら重点的に扱う単元を設定していたが、指導に
時間がかかりすぎたり、児童にとって内容が難しかったりしたため、7 月の段階で計画
通りに進めることが困難になった。そこで、取り扱わない内容もでてきた。

②下学年の指導内容の重点化・簡素化
下学年の内容を取り扱うことはしなかった。
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③各内容のまとまりの重点化・簡素化
「読む力の向上を目指して、主たる指導の内容を想定した」
「新出漢字等の言語事項について主たる指導内容を想定した」
昨年度、漢字と音読を中心に取り組んだので、今年度も漢字や音読は、毎時間指導
を行うこととした。漢字については、単元の最初の時間に新出漢字の筆順を確認しな
がら、一つずつ練習をしていった。

④題材・内容選択について
「当該学年の物語文教材を主たる指導内容と想定した」
「新出漢字を主たる指導内容と想定した」
国語科学習評価シートを使って学習評価をした結果、今まで取り組んでいなかった
部分が多くあったことに気がつき、できるところまでやってみることにした。
そこで、漢字や音読に加えて、あまり取り上げていなかった物語文を中心に取り組
むこととした。ねらいを精選したり、児童に合わせて変えたりすることで指導をする
こととした。
（３）自閉症・情緒障害特別支援学級での国語科指導における配慮

①関心・意欲・態度について指導上の配慮
「国語科に関心が持てるよう、対象児童生徒の興味関心と関連して指導している」
対象児童の視覚情報処理の優位性という特性に配慮して写真や絵を利用したり、ジ
ェスチャーなどを取り入れたりした。

②各能力についての指導上の配慮
「書く力を向上させるために、作文指導等を取り入れている」
「書く力を向上させるために、漢字指導等を取り入れている」
絵日記や作文では、出来事と「おもしろかった」という感想のみになりがちであっ
たので、「5W1H+感想」を想起させる補助教材を活用し、作文を毎週書かせるようにし
た。

③言語についての知識・理解・技能についての指導上の配慮
4 月の段階「文中の語句、文言の解説をするなどをして内容の理解を促している」
↓
7 月の段階「文中の表現についてイメージできるように動作化をしている」
4 月段階では、語句を詳しく解説するように試みたが、理解が難しいことがわかった
ため、7 月段階から、語句をイメージできるように動作化することを導入した。それに
より、語句の意味が理解できるようになってきた。

- 33 -

４．国語科指導における１年間の方針
昨年同様、当該学年の教科指導を行うことにした。特に漢字・音読を中心にし、さ
らにあまり取り上げなかった物語文や作文にも重点をおくことにした。4 月段階には、
取り扱わない内容は特に設定せず、物語文教材の段落ごとに語句の意味などを詳しく
解説しながら指導する、作文については週 1 回程度の指導回数を確保する、といった
方針を立てた。
しかし、指導を進めるに従って、一つの単元の指導に時間がかかり過ぎることや、
語句の意味を口頭で解説しても理解が進みにくいといったことが見られたため、7 月の
段階で、取り扱わない単元を設定したり、心情理解や情景理解を促進する手だてとし
て挿絵や動作化を取り入れたりするように方針を変更した。また、単元に関する指導
時間の確保を優先させるために、作文指導を週 1 回程度から行事等の後のみに指導す
るように変更した。

５．国語科年間指導計画
A 児（小３）210 時間（特別支援学級での授業時間）/245 時間（小３の正規授業時数）

「いろいろな手紙を書こう」
「めだか」「漢字」「作文」

「国語辞典の引き方」
「俳句に親しむ」「漢 字 」「 作
文」

「漢字の広場」「話の聞き方」
「漢字」「作文」

「消しゴムころりん」
「漢字」「作文」

「めだか」
「漢字」「作文」

「国語辞典の引き方」
「漢字」「作文」

「漢字の広場」
「話の聞き方」
「漢字」「作文」

11 月
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12 月

１月

２月

３
月
「おにたのぼうし」
「ローマ字」「漢字」「作文」

「消しゴムころりん」
「漢字」「作文」

10 月

「強く心に残っていることを」
「漢字」「作文」
「どちらが生たまごでしょう」
「方法を選んでしょうかいしよ
う」
「漢字」「作文」
「モチモチの木」
「モチモチの木」
「ことわざ・慣用句」
「ことわざ・慣用句」
「漢字」
「のらねこ」「漢字」「作文」

９月

「ローマ字」
「様子をうかべて」 「ローマ字」
「くらしと絵文字」
「漢字」
「作文」 「くらしと絵文字」「漢字」

７月

「わすれられないおくりも
「わすれられないおくりもの」
の」
「漢字の広場」
「漢字」「作文」
「漢字のひろば」「漢字」

６月

「白菜ぎしぎし」
「かえるのぴょん」
「漢字」「作文」

実践

５月

「かえるのぴょん」
「宝物をしょうかいしよう」
漢字

予定

４月

６．単元 「わすれられないおくりもの」の実践例
（１）単元名「わすれられないおくりもの」（当該学年教材・下学年教材）
（２）単元のねらい（当該学年のねらい・当該学年のねらいを一部改変・下
学年のねらい）
自閉症・情緒障害特別支援学級での単元のね
らい
◎あなぐまの人柄や気持ちについて、
絵や動作をすることでイメージ化
させたり、内容を細かく説明したり
しながら大体の内容を読み取る。
◎あなぐまの死を知った動物たち の
気持ちについて、絵を見せながら考
える。
◎森の動物たちとあなぐまの思い 出
について、一つずつ絵や動作をしな
がらイメージ化し、教師と一緒にま
とめる。

通常の学級で実施する際の単元のねらい
◎あなぐまの人柄や気持ちを読み取
る。
◎死にいたるまでのあなぐまの様子を
読み取る
◎あなぐまの死を知った動物たちの気
持ちを考える。
◎森の動物たちとあなぐまとの思い出
についてまとめる。
◎「わすれられないおくりもの」はな
んなのかを考える。

（３）単元設定の理由
対象児童は、やさしい読み物であれば、内容をとらえたり声に出したりして楽し
んで読むことができる。しかし、物語文や説明文の文章を読み取る力が弱いため、叙
述に即した場面の様子や登場人物の行動の読み取り、気持ちを想像することが苦手で
ある。
そこで、「文章に沿って挿絵を見せたり動作をしたりしてイメージを図る」「段落ご
とに内容を確認しながら読み取るようにする」
「教師の質問に答える形で、文章全体の
内容理解を深める」の 3 つの手だてで行う。
このことにより、物語文の楽しさを味わうことができるのではないかと考え、本単
元を選定した。

（４）単元計画
自閉症・情緒障害特別支援学級での単元計画
●時間数（15 時間取扱）
第１次・・・・・・・・・（５時間）
・漢字練習（３時間）
・音読練習（２時間）
第２次・・・・・・・・・（10 時間）
①「わすれられないおくりもの」を読
み、読み終えた感想を発表したり、
ノートに書いたりする。

通常の学級で実施する際の単元計画
●時間数（９時間取扱）
①「わすれられないおくりもの」を読み、
心に残ったことを中心に感想を書く。
②③一、二の場面を読み、あなぐまの人
柄を読み取る。
④三の場面を読み、あなぐまが死に至る
までの過程を読み取る。
⑤四、五の場面を読み、あなぐまの死を
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しかし、意味段落を想定して
の改行や、内容に応じて記述
するなどは課題が多く残って
いる。
・1～2 年生程度の読み物

読む能力

・下学年内容であっても、言

であれば、特に起承転結 ・下学年内容であっても、言 語や内容の意味を十分理解し
の明確なストーリーが 語や内容の意味を十分理解し て読めているわけではない。

Ｃ
読むこ

ある本は、意欲的に読も て読めているわけではない。 また、文章の内容を理解して
うとしている。

と

文章を理解して内容を読み取 読み取ることは、1～2 年生程
ることは、1～2 年生程度でも 度でも十分ではない。特に状
十分ではない。特に状況を把 況を把握することや、叙述に
握することや、叙述に即して 即して想像して読み取ること
想像して読み取ることが難し が難しい。
い。

児童生徒の特徴のまとめ
当該学年（3 年）の漢字を読むことができるので、音読は流暢にできる。しかし、説明文や
物語文では、叙述に即して読み取ることや、言語理解は 1～2 年生程度でも十分ではない。話す
ことでは、経験したことを時系列に沿って話題からそれないよう話をしたり、文章に書いたり
することに困難さがみられる。言語の表記については、当該学年の漢字表記は不十分であるが、
漢字を読むことや、平仮名、カタカナ、促音、拗音、２年生程度の漢字を書くことはできてい
る。

３.国語科学習評価シートによる評価結果を踏まえた国語科指導への反映事項
（１）自閉症・情緒障害特別支援学級での国語科指導の枠組み
①国語科の総授業時数について
「やや増やした」週 2.5 時間から 3 時間(特別支援学級での指導時間数)
対象児童の評価結果から、対象児童は叙述に即して読み取る力に課題があり、その力を
身に付けるために時数を増やすことにした。本来なら大幅に増やしたいのだが、在籍児童
が 8 名（さらに教育相談 4 名）という本校の実態から、上記指導時間しか確保できないた
めである。
「話す」等の内容は、スピーチする時間を自立活動や道徳の時間にも設け、各教
科領域で扱うことにした。
また、国語科指導においては、通常の学級での交流及び共同学習の時間も含めると、通
常の学級と同様に週 6 時間で指導を行っている。

②国語科の教科書について
「当該学年の教科書を中心に、下学年教科書の一部を使用することにした」
対象児童の保護者は統合教育への強い希望があるため、保護者の希望を取り入れて、国
語科は通常の学級で 3 時間（習字 1 時間含む）を実施することにした。そこで、自閉症・
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情緒障害特別支援学級では、当該学年の教材や、一部下学年の教材を取り入れながら、両
者を使い分けて対象児の目的に沿った学習を進めることにした。

③各単元のねらいについて
「単元によっては、下学年のねらいの一部を変えることにした」
対象児童の実態から、当該学年（4 年）の題材における学習のねらいを達成することは
困難と想定されたことから、物語や作文では下学年のねらいにしたり、説明文では下学年
の題材を取り扱ったりした。
通常の学級での交流及び共同学習における国語科は、国語の一部（漢字）は当該学年の
ねらいで実施することにした。

④指導の場と主な指導者について
「特別支援学級と通常の学級の両方の場で両担任が指導をすることにした」
保護者のインクルージョン教育への強い希望があり、国語の一部（漢字・音読・書くこ
と・読むこと・習字）は通常の学級で、話すこと・物語文や説明文の読み取りは、特別支
援学級で行うなど、両方の場で学習内容を分担し指導することにした。

⑤自閉症・情緒障害特別支援学級における指導形態等について
「主に小集団指導で実施することにした」
対象児童の実態から、言語の読み取りや表現力に課題があり、モデルとなる同学年の児
童と小集団での指導をする。さらに、自立活動の「コミュニケ―ション」や「人間関係の
形成」に関する課題も多く、小集団で指導することで、学び合いが促進されると予想でき
たため、主に小集団指導で実施することにした。

⑥評価について
「当該及び下学年の評価基準を一部活用して評価することにした」
主に下学年のねらいに沿った学習を進めているが、通常の学級で実施する国語は、当該
学年の評価をするため、当該学年及び下学年の評価基準(学校で作成)を一部活用して評価
することにした。

⑦年間の指導計画について
「当該学年と下学年の単元を混在して、年間計画を作成した」
対象児度の実態や保護者の希望により、通常の学級（交流及び共同学習）と特別支援学
級で実施する国語科の指導時間が混在している。さらに、本人の学年への配慮（自尊心の
尊重）を考慮し、当該学年の物語文や説明文の目標設定は、下学年の目標で対応すること
にした。作文や話すこと、言語事項は、下学年の単元とすることにした。

（２）自閉症・情緒障害特別支援学級での国語科指導の内容
①当該学年の内容の重点化・簡素化
「当該学年の内容で指導を重点的に実施しようとする内容を想定した」
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「当該学年の内容で指導を簡単に扱おうとする内容を想定した」
対象児童の実態から、叙述に即して読み取る力に課題があるため、物語文１作品と音読、
言語（漢字・辞典の使い方・文法）は、当該学年の内容で下学年に目標設定し、重点的に
実施することにした。
説明文は長文になり、当該学年の指導時間で読み取ることが困難であるため、下学年の
題材で重点的に実施する。
作文（観察文・紹介文・取材文・文集）では、理科や総合学習との関連から内容を簡単
に扱うことにした。

②下学年の内容の重点化・簡素化
「下学年の内容で指導を重点的に実施しようとする内容を想定した」
対象児童の実態から、書かれている内容を正確に読み取る力を身につけるため、序論・
本論・結論の明確な説明文を扱う必要がある。読み切れる文章の量や内容を考慮し、下学
年の説明文１作品を重点的に扱うことにした。

③各まとまりの内容の重点化・簡素化
「話す・聞く力の向上を目指して主たる指導内容を想定した」
「読む力の向上を目指して、主たる指導の内容を想定した」
対象児童の実態から、話題に沿って順序よく話をしたり聞いたりすることや、叙述に即
して読み取ったりする力に課題があるため、重点的に扱う単元（物語１作品・説明文１作
品）を設定した。
１単元における指導時間は、対象児童の実態から大幅に増やすことにした。

④題材・内容選択について
「当該学年または下学年の物語文教材を主たる指導内容とした」
国語科における交流及び共同学習を推進しているという本校の実態から、当該学年の題
材を扱う必要がある。対象児童は「叙述に即して読み取る力」に課題があるため、物語文
を用いて「いつ・どこで・誰が・何をした・その時の気持ち」の観点で、時系列に沿って
内容や気持ちを読み取る指導を展開する。物語文は学年を配慮し、当該学年の教材を扱う
が、単元における指導時間は大幅に増やすことにした。

⑤その他
「国語に関する内容でも自立活動でも定着を図った」
4 コマ漫画を用いて内容や気持ちを読み取り、コミュニケーションに関わる内容につい
ては、自立活動の時間を設定し指導をすることにした。

（３）自閉症・情緒障害特別支援学級での国語科指導における配慮
①関心・意欲についての指導上の留意点
作文教材に意欲的に取り組めるよう、学校行事や日常生活と関連づけ、写真、パンフレ
ット等の視覚教材や連絡帳を活用し、書くことへの不安を軽減することに努める。
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②各能力についての指導上の配慮
「話す力や聞く力」を向上させるために、国語科指導では、年間を通じてスピーチタイ
ムを設定する。話題は自己選択とし、スピーチする手順をパターン化する。今日の話題を
述べて、
「いつ」
「どこで」
「誰が」
「何をした」
「気持ちや感想」の順番でスピーチをする。
聞く時には、スピーチの内容で分からないことや、もう少し詳しく聞きたいことについ
て必ず質問することをルールとした。スピーチ終了後には、児童間で評価をし合うことで
目的意識を向上させたいと考えた。

③言語についての知識・理解・技能についての指導上の配慮
形容詞や指示語の理解が困難な実態から、動作化させたり繰り返し練習したりする。名
詞は、実物や写真、絵など視覚的な教材を用いるよう配慮することにした。

④その他
他の事に注意が向かないよう、本時間のみの資料を用いる。音読や意味理解が促進され
るよう、文節で区切れる文章を作成し直している。

４．国語科指導における 1 年間の方針
対象児童の実態を踏まえ、国語科の指導では、特別支援学級での指導時間をやや増加す
る。特別支援学級では、対象児童の実態から、
「話すこと・聞くこと」
、
「読むこと」の指導
を重点的に扱う。
また、
「話すこと・聞くこと」の力をつけるために、毎時間「スピーチタイム」を設定す
る。話題を決め、話す事柄を順序よく、時には理由を述べながら話したり、大事なことを
落とさないように聞き、質問したり感想を述べたりする。
「読むこと」の力は、物語文や説明文では叙述に即して読み取ることや、言語理解は 1
～2 年生程度でも十分でないため、物語文（当該学年）と説明文（下学年）を題材にし、
登場人物の行動や気持ちを叙述に即して読むことや、時間的な順序や事柄の順序などをと
らえながら読むことを丁寧に行う。
言語事項の指導については、パターン化や動作化、写真や絵、デジタル教科書など視覚
的な支援により理解を促す。
交流及び共同学習における通常の学級での国語科では、国語の一部（漢字・音読・習字・
視写・作文・説明文や物語文の簡単な読み取り）を教育補助員の支援を受けながら実施す
る。
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（３）単元設定の理由
対象児童は、叙述に即して場面の様子や登場人物の行動を読み取り、気持ちを想像する
ことが十分でない。言語理解は 2 年生程度であり、動詞や形容詞、指示語などイメージで
きる語彙数が少ない。
そこで、対象児童の自尊心への配慮も含め、当該学年の教材である物語文「ごんぎつね」
を扱うが、下学年のねらいを想定して指導を展開する。物語文「ごんぎつね」は、6 場面
から構成され時間の移り変わりに従って場面が捉えやすいことや、主人公ごんの行動は、
既習事項である「いつ・誰が・どこで・何をした」で読み取れること、さらに、ごんの行
動は
「ごんは～しました」
というキーワードを示すことで読みとりが可能となることなど、
対象児にも理解しやすい単元である。また、その時代の生活や情景描写が美しく表現され
ているので、挿絵や言語からイメージを膨らませることができるのではないかと考えた。
「兵十に対する償い」の行動へ変容する過程を通して、
「いたずらばかりしていたごん」が、
ごんの行動と気持ちを想像することができるようにしたい。
本単元では、対象児童と同学年の 2 名による小集団による指導形態とする。小集団の指
導形態にすることにより、語彙の広がりや動作化等を学び合いで促進できると考え、本単
元を設定した。

（４）単元計画
自閉症・情緒障害特別支援学級での単元計画
●時間数
第１次

（16 時間取扱）

通常の学級で実施する際の単元計画
●時間数

物語を読んで学習計画を立てる

第１次

（11 時間取扱）
物語を読んで学習計画を立てる

（２時間）

（３時間）

・登場人物を確認しながら感想を発表する。

・初発の感想をまとめ

・場面毎にわけ学習内容を知る。

・場面毎の課題を話し合う

第２次

場面毎にごんの行動を読み取る

・全体の課題を話し合う

（８時間）

第２次

・第１場面いたずらするごん

場面毎にごんの気持ちの変化を読み
取る

（４時間）

・第２場面そうれつ場面のごん

・第１場面いたずらするごんの気持ち

・第３場面うなぎのつぐないをするごん

・第 2 場面いたずらを後悔するごんの気も

・第４場面二人の後をつけていくごん

ち

・第５場面お念仏を聞くごん

・第３場面償いの気持ち

・第６場面うたれるごん

・第４・５場面兵十への期待と不満

第３次

場面毎にごんの気持ちを想像し吹き
出しに書く

第４次

評価テスト

第３次

（５時間）
（１時間）

人物の気持ちを読み取り第６場面を
書き換える

（３時間）

・第６場面うなずいたごんの気持ち
・ごんの立場で第６場面を書き換える
第４次

（５）本時の活動（第３次
①目標

11 時間／16 時間）
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学習を振り返る

（１時間）
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実践事例５（当該学年教材・下学年のねらいで指導）
当該学年教材「ごんぎつね」（物語文）の指導
１．研究対象者
4 年男児、アスペルガー症候群、知的発達の程度は境界線域である。感情のコントロー
ルが苦手で突然教室から逃げていってしまったり、
他者の全ての注意を自分に向けたがっ
たりすることが多い。
また、他者の気持ちの理解や状況の判断が苦手であり、困り感を感じることも多い。よ
って、場に応じた適切なコミュニケーションの取り方や対応の仕方、時間を守ることにつ
いて日々指導を続けている。

２．平成 22 年度末の国語科学習評価シートによる学習評価の結果
Step4 データの

児童生徒名：

４学年 小 1,2 年 ・ 小 3,4 年 ・ 小 5,6 年 ・

まとめ

項目

中 1 年 ・ 中 2,3 年
国語への

関心・意欲・態度
・自分の経験したことに
ついて話そうとしている
が、相手に応じて経験し
Ａ
たことなど、話題からそ
話すこ れないように話し合うこ
とは難しい。また、相手
と・聞く や目的に応じて調べた事
などについて話の中心に
こと
気をつけて話を聞こうと
することはできていな
い。
・友達への手紙や新聞作
りなど、相手や目的が明
確な場合は、事柄を集め
て簡単な組み立て考えて
文を書く様子がみられ
Ｂ
る。しかし、書いた文章
書くこ
を読み直そうといった様
と
子はみられない。

能力
話す・聞く能力
・自分の経験したことに対する
質問には、語彙は乏しいが答え
ることができる。話を聞くこと
はできるが、集中力が持続しな
いために、大事なことを聞き洩
らしてしまうこともある。時
折、的確な答えや感想等を言う
時もある。
書く能力
・相手を考えながら書くことは
できるようになったが、目的を
考えながら書くことは十分で
ない。また、自分の考えが明確
になるよう、簡単な組み立てを
考えたり、事柄の順序を考えて
語と語や文と文の続き方に注
意して書くなどはできていな
い。読み直す習慣を身につけ、
間違いなどに注意することは
今後の課題である。
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言語についての
知識・理解・技能
・文中の主語や述語の関係
に注意して話したり聞いた
りすることはできる。しか
し、修飾と修飾語との関係
など、文の構成や文と文と
の意味のつながりを考えな
がら、指示語や接続語を使
って聞いたり話したりする
には至っていない。
・書く時の姿勢や用具の持
ち方は注意されることが多
く、注意を受けると直すこ
とができる。１年生に配当
されている漢字を書くこと
はできるが、文中では使う
こともない。文中の主語と
述語の関係に注意して書く
なども、今後の課題である。

Ｃ
読むこ
と

・やさしい読み物の内容
を大体捉え、自分なりに
楽しむことはできている
が、想像を膨らませなが
ら声に出して楽しむまで
には至っていない。説明
文など自らから気にいっ
た読み物は読んでいる
が、いろいろな分野まで
の広がりはない。また、
一人一人の考え方や感じ
方の違いに気付いて読む
ことはあまりできていな
い。

読む能力
・時間や事柄の順序について
は、大体を読みとることができ
ているが、場面や事柄のまとま
りなどについて叙述に即し、想
像を広げながら読むことはで
きていない。教師の支援がある
と、自分の経験したこととつな
げ、登場人物の気持ちなどを理
解することはできる。

・はっきりした発音で読む
ことはできている。教材を
繰り返し音読練習すること
で、該当学年の教材も読む
ことはできる。該当学年ま
でに配当されている漢字の
読みは苦手である。文中の
主述の関係理解や、言葉遣
い、敬体などの文体を意識
することはあまりできてい
ない。

児童生徒の特徴のまとめ
・｢話すこと・聞くこと｣に比べて、｢書くこと｣、｢読むことの｣評価が低い。特に｢書くこと｣
に関してはＤ児の苦手意識も高いので指導上の配慮が特に必要である。｢話すこと・聞くこ
と｣、｢書くこと｣、｢読むこと｣の３項目で共通して今後の課題になっているのは、文の中の
主語と述語の関係に注意して話したり、聞いたり、書いたり、読んだりする等、言語につい
ての知識・理解・技能の内容を高めていくことである。本児の場合、該当学年の教科書を使
う場合でも、そのねらいは下学年(１，２年)のねらいを設定して国語学習を進めることとす
る。

３．国語科学習評価シートによる評価結果を踏まえた国語科指導への反映事項
（１）自閉症・情緒障害特別支援学級での国語科指導における枠組み
①国語科の総授業時数について
「やや増やした」→週 4 時間から 6 時間
対象児童の学習評価の結果から、
「書くこと」や「読みとり」が苦手であるため、その力
を身につけるために時数を増やした。時間数はもっと増やしたかったが、交流や学校行事
などがあり、週 6 時間以上は増やすことはできなかった。相手の心情理解については、自
立活動や道徳の時間にも内容を扱い取り組むことにした。

②国語科の教科書について
「主に当該学年の教科書を使用」
対象児童は、発音は明瞭で、新出漢字も練習するとすぐに読めるようになる。
また、当該学年の教材を選ぶと、交流学級の友達との間に共通な話題が生まれると考え
られ、それによって児童の友達関係の広がりが生まれ、社会性やコミュニケーション能力
の向上が期待できると考え、主に当該学年の教科書中心に学習を進めることにした。

③各単元のねらいについて
「ねらいは下学年のねらいで実施することにした」
対象児童の実態から当該学年（4 年）のねらいを達成することは困難と考え、ねらいは
下学年のねらいで実施することにした。
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④指導の場と主な指導者について
「特別支援教室で担任が主となって学習をした」
物語文で、児童が登場人物になりきって音読をする場合など、他の先生にも音読に加わ
ってもらい授業を行うこととした。また、
交流学級の友達のノートをコピーさせてもらい、
友達の意見や感想を読み、自分の意見と同じところや違うところを見つけながら学習を進
めることを考えた。

⑤自閉症・情緒障害特別支援学級における指導形態等について
「主に個別指導で実施した」
本児は一斉指導の場が苦手であり、一斉指示が十分に聞けず聞き漏らしが多い。
さらに、語彙が乏しく語彙の説明がその都度必要など、本児の特性に合わせた指導をす
るために、個別指導を行うこととした。
「話すこと・聞くこと」の指導では、小集団における学びあい学習や話し合い活動を行
うこととした。

⑥評価について
「下学年の評価基準を活用した」
下学年のねらいで学習を進めているので、評価基準も下学年のものを活用して評価する
ことにした。

⑦年間の指導計画について
「当該学年と一部下学年の単元を混在して、年間計画を作成した」
4 年生としての自覚を高める、交流学級の友達とコミュニケーションが取れるようにし
たいと考え、物語文や説明文などは当該学年の教材を選んだ。
話すことは苦手であるため、下学年の教材を使うことで、人とのコミュニケーション能
力を高めることができると考え、一部下学年の単元を混在して年間指導計画を作成した。

（２）自閉症・情緒障害特別支援学級での国語科指導の内容
①当該学年の内容の重点化・簡素化
｢当該学年の内容によっては、最初から扱わないとした内容も想定した｣
物語文、説明文など児童が興味・関心を持ちやすい当該学年の単元を選んだ。週６時間
での国語の学習では、習得できる単元数が限られてくるので、読み物教材を主に扱った。

②下学年の内容の重点化・簡素化
｢下学年の内容で、指導を重点的に実施しようとする内容を想定した｣
児童が下学年で未習であった内容や、話すことが苦手の児童の実態にあわせて、
「話すこ
と・聞くこと」の教材は下学年のものも選んだ。
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③各内容のまとまりの重点化・簡素化
｢話す・聞く力の向上を目指して、主たる指導内容を想定した｣
話す・聞く力を高めるために、当該学年の「よりよい学級会をひらこう」
、下学年（2 年）
「ともこさんはどこかな」を選んだ。

④題材・内容選択について
｢当該学年の物語教材を主たる指導内容と想定した｣
「茂吉のねこ」の物語文の学習で、物語に対する興味・関心が高まったので、対象児童
が興味関心を示しそうな当該学年の物語文教材（例：
「ごんぎつね」
）を重点化して学習し
た。2 月には児童が興味を示しそうな該当学年の説明文教材（例：
「うなぎのひみつ」
）を
重点的に学習することを予定している。

（３）自閉症・情緒障害特別支援学級での国語指導における配慮
①関心・意欲・態度についての指導上の配慮
｢国語科に関心が持てるように、対象児童の興味関心と関連して指導している｣
4 月当初は、児童が興味・関心を持ちやすい物語文や説明文を選び学習を行っていくこ
とにした。

②各能力についての指導上の配慮
｢読む力を向上させるために、音読を意識的に取り入れている｣
音読を繰り返すことで、あらすじや言葉の意味などの理解を高めるために、個別学習お
よび家庭学習でも音読に取り組ませることとした。
｢書く力を向上させるために、漢字指導等を取り入れている｣
単元の新出漢字の読み書きができるように音読、及び漢字の読み書き課題を家庭学習で
も取り組ませることとした。

③言語についての知識・理解・技能についての指導上の配慮
｢文中の表現についてイメージできるように動作化をしている｣
文中に表現されている用語や意味について、イメージができるように動作化や劇化を用
いた。
｢言語事項の指導に関しては、
形式的なあるいはパターン化して理解できるように工夫
をしている｣
物語文の内容理解を促すために、挿絵カードを並びかえる活動を通して、おおよそのあ
らすじを捉えさせ、並び替えた挿絵カードを見ながらあらすじを話すことで、話す力を高
めることを想定した。
登場人物の様子や気持ちを書かせる活動では、教科書をコピーして国語のノートに貼っ
たりするなど、視覚情報を提示することで書く力を高めるための配慮とした。また、登場
人物の気持ちが分からない時は、本児の写真を挿絵の上に置き、自分がその場面にいたこ
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とを想定させて考えさせたり、また自分が経験したことや身近な人の例から考えるように
支援することとした。さらに、本児の考えと友達の考えが同じや違いがあることに気づか
せるため、交流級の友達のノートのコピーを本児に読ませ、比較して感想を述べる学習に
取りいれることとした。対象児は語彙が乏しいので、教師が辞典を使って分からない語句
の読み聞かせをするなど、理解を高めることとした。
｢文全体の理解を促すために写真等を用いて視覚化をしている｣
読み聞かせ等でも理解があいまいな語句に関しては、写真資料など視覚的教材を作り、
語句の理解及び文の理解を促すこととした。

４．

国語科指導における 1 年間の方針

4 月当初、児童が興味・関心を持ちやすい物語文や説明文を選び学習を行うことで、国
語科学習の関心・意欲を高めることとした。この一年間で物語文にたくさんふれ、登場人
物の心情を読み取る力をつけたいと考えている。また、他者とのコミュニケーションの力
を高めるために、話すこと・聞くことの学習も行っていきたい。

５．国語科年間指導計画
小 4 198 時間

（特別支援学級での授業時間）

196 時間（小 4 の正規時間数）

月

月

月

３月

12

２月

11

１月

９月

７月

６月

５月

４月

10

・うなぎのなぞをおって

・ことわざブックを作ろう

・三つのお願い

・うなぎのなぞをおって

・こんぎつね

・三つのお願い

・こんぎつね

・アップルとルーズで考えよう

・こんぎつね

・国語辞典の使い方

・アップルとルーズで考え得用

・もきちのねこ

・夏みかん

・一つの花

・よりよい学級会をしよう

・大きな力を出す

・動いて、考えてまた動く

・ともこさんはどこかな

・白いぼうし

・国語辞典の使い方

・よりよい学級会をしよう

・春のうた

・白いぼうし

６．単元「読んで考えたことを話し合おう」の実践例
（１）教材名「ごんぎつね」（当該学年教材・下学年教材）
（２）単元のねらい（下学年のねらい）
自閉症・情緒障害特別支援学級での単元の

通常の学級で実施する際の単元のねらい

ねらい
◎登場人物の行動や場面の様子から想像を

◎場面の移り変わりに注意しながら、登

広げながら読み、自分の経験と結びつけて、

場人物の正確や気持ちの変化、情景など

感想を持つことができる。

について、叙述をもとに想像して読む事
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ޟ㧢ߩޠ႐㕙ߦߟߡ⊓႐ੱ‛ߩ᳇ᜬ
ߜࠍ⚻㛎߆ࠄ⠨߃ߒߚࠅࠅߚᦠޔ
ߔࠆޕ
╙㧟ᰴ㧔㧞㧜ᤨ㧕
ߩޠߨߟ߉ࠎߏޟᗵᗐࠍᦠߊޕ
㧔㧞㧝ᤨ㧕
⊓ߩޠߨߟ߉ࠎߏޟ႐ੱ‛ߦᚻ⚕ࠍ
ᦠߊޕ
╙㧠ᰴ㧔㧞㧞ᤨ㧕
߹ߢߩቇ⠌ࠍ߆ߒߡ⊓႐ੱ‛ߩ
᳇ᜬߜࠍᗐߒߥ߇ࠄޔᓎߦߥࠅ߈ߞ
ߡ㖸⺒ࠍߔࠆޕ

ޟ㧢ߩޠ႐㕙ࠍ⺒ߺߣࠎߏޔචߩ᳇ᜬߜ
ߩᄌൻ߿ᖱ᥊ߩᄌൻߦߟߡߣࠄ߃ࠆߎߣ
߇ߢ߈ࠆޕ
╙㧞ᰴ㧔㧥㧝㧜ᤨ㧕
ߢࠎ⺒ࠍޠߨߟ߉ࠎߏޟ⠨߃ߚߎߣࠍ⊒
ߒวߩੱ৻ੱ৻ޔᗵߓᣇߦߟߡ㆑ߩ
ࠆߎߣߦ᳇ߠߊߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
⥄ಽߩ⠨߃ߩᩮߣߥࠆㇱಽࠍ⚦ߦ⺒ࠎ
ߛࠅޔᔅⷐߦᔕߓߡᒁ↪ߒߚࠅߔࠆߎߣ߇ߢ
߈ࠆޕ
╙㧟ᰴ㧔㧝㧝㨪㧝㧟ᤨ㧕
⛯߈߆ࠎߏޟᣣ⸥ࠍ߆ࠄߜߤߩޠㆬࠎߢ
ᦠ߈ޔᢥ┨ࠍ⺒ߺวߞߡ߈ᦠޔᣇߩࠃ߆ߞߚ
ߣߎࠈࠍߩߴว߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ

╙㧠ᰴ㧔㧝㧠ᤨ㧕
ᢥ┨ࠍ⺒ࠎߢ⠨߃ߚߎߣࠍᵹߒ৻ޔ
ੱ৻ੱߩᗵߓᣇߦߟߡߩ㆑ߩࠆߎߣ
ߦ᳇ߠߊߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ



㧔㧡㧕ᧄᤨߩᵴേ㧔╙  ᰴ 㧝㧥㧛㧞㧞㧕
Ԙ⋡ᮡ 㧢ߩ႐㕙ࠍ⺒ߺ⥄ޔಽߩ⚻㛎ࠍ߽ߣߦ⠨߃ߚߎߣ߿ᗵߓߚߎߣࠍߔޕ


ԙዷ㐿
㈩ᤨ
㧔ಽ㧕
㧣



㧟





㧝㧜








㧝㧜




ቇ⠌ᵴേ

ᜰዉߩ⇐ᗧὐ

㧖ਅ✢ߪ⥄㐽∝ࠍ․ߦᗧ⼂ߒߚᵴേ

㧖ਅ✢ߪ․ߦ㈩ᘦߒߚౝኈ
ߩ㗅ߦᝌ⛗ࠞ࠼ࠍਗ߮ᦧ߃ߐߖޔ
ᝌ⛗ࠍߥ߇ࠄ◲නߦࠄߔߓࠍᝒ߃
ߐߖࠆޕ

㧝ߩޔᵹࠇ㗅ߦᝌ⛗ࠞ࠼ࠍਗ
߮߆߃ߐߖޔᝌ⛗ࠍߺߥ߇ࠄ
ࠄߔߓߩ߰ࠅ߆߃ࠅࠍߔࠆޕ


೨ߦ㖸⺒ቇ⠌ࠍ➅ࠅߒⴕޔ
ߏޟ
㧞ޔᢎ⑼ᦠ㧢ߩ႐㕙㧔2㨪㧕ࠍ
ࠎ߉ߟߨߩޠౝኈ߇㗡ߦࠆࠃ߁ߦߒ
ᦶ⺒ߔࠆޕ
ߡ߈ߚޕ႐㕙߿⊓႐ੱ‛ߩ᳇ᜬߜࠍ⠨

߃ߥ߇ࠄᦶ⺒ߐߖࠆޕ



᳇ᜬߜߪ⥄ಽߩ⚻㛎ߒߚᨩ߿りㄭ
㧟߿ࠎߏޔචߩ᭽ሶ߿᳇ᜬߜࠍ
ߥੱߣߩ㑐ଥ߆ࠄ⠨߃ߐߖࠆࠃ߁ߦߔ
ߒޕߊᦠߦ࠻ࠪࠢࡢޔ
ࠆޕᕁߟ߆ߥ႐วߪޔએ೨ߦቇ⠌

ߒߚࡁ࠻ࠍᝄࠅࠆࠃ߁ߦߐߖࠆޕ

ᝌ⛗ߦ็߈ߒࠍᦠ߈⊓ޔ႐ੱ‛ߩ

᳇ᜬߜࠍ⠨߃߿ߔߊߔࠆޕ



ߒߚߎߣߪࡢࠢࠪ࠻ߦᦠ߆ߖ

ࠆࠃ߁ߦߔࠆࠎߐߊߚ߇ߣߎߔޕ
㧠ޔ㧢ߩ႐㕙ߦᧄੱ߇ࠊߖߚ
႐วߦߤ߁ᗵߓߚ߆ࠍߐߖࠆ ޔ႐วߪޔᢎᏧ߇ઃߖࠎߦᦠ߈ߣࠅࡢ
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㧞

ࠢࠪ࠻ߦ⾍ࠆࠃ߁ߦߔࠆޕ
ࡢࠢࠪ࠻ߦᦠ߆ߖࠆޕ


ࠄ߆ߓᵹ⚖ߩ㆐ߩቇ⠌ࡁ

࠻ࠍࠦࡇߐߖߡ߽ࠄ߁ޕචߩ᳇ᜬ

㧡ޔ㆐ߩᗧࠍ⺒ߺޔ㆐ߩᗧ
ߜߪ㤛⦡ߩࠎߏޔ᳇ᜬߜߪ㕍⦡ߩࠞ
ߦኻߔࠆ⥄ಽߩ⠨߃ࠍࡢࠢ
ࡍࡦߢ⦡ಽߌߒޔหߓ⦡ߩઃߖࠎߦ
ࠪ࠻ߦᦠ߆ߖࠆޕ
㆐ߩᗧࠍᦠ߈ಽߌ࠻ࡁߩ┬ఽޔ

ߦ⾍ࠆࠃ߁ߦߔࠆޕ

ᗵᗐ߇ߦߊ႐วߪ㆐ߩᗧߣ

⥄ಽߩᗧ߇ޔหߓߢࠆ߆ޔ㆑߁߆

ࠍఽ┬ߦ⏕ߔࠆޕ㆑߁႐วߪޔℂ↱

ࠍߐߖࠆޕ

⠨߃ߚߎߣߪ߈ᦠߦ࠻ࡁޔ౮ߔࠃ

߁ߦߔࠆ߇ࠆࠎߐߊߚ߇ߣߎߔޔ

႐วߪᢎᏧ߇ઃߖࠎߦᦠ߈ขࠅࡢޔ

ࠢࠪ࠻ߦ⾍ࠆࠃ߁ߦߔࠆޕ



㧢ޔᰴᤨߪ̌ߏࠎߣච߇ߤ߁ߔࠇ
߫ખ⦟ߊߥࠇࠆ߆ߤ߁߆̍⊒ޔ
ߔࠆߎߣࠍવ߃ࠆޕ










- 61 -

ታ〣㧢 ᒰቇᐕᢎ᧚ߨࠄࠍ৻ㇱᄌ߃ߡᜰዉ 
ᒰቇᐕᢎ᧚⺆‛ ޠߨߟ߉ࠎߏޟᢥ ࠍ↪ߡ

 

㧝㧚⎇ⓥኻ⽎⠪
  ᐕ↵ሶ∝ࠟ࡞ࡍࠬࠕޔ⟲ޕ⍮⊛⊒㆐ߩ⒟ᐲߪႺ⇇✢ၞߢࠆޕೋኻ㕙ߩੱ⁁ޔᴫ
߳ߩኻᔕߩᣇ߇ࠊ߆ࠄߕߦޕࠆ߇ߣߎࠆߥߊߥ߆⌕ߜ⪭ޔ೨ߩᖱႎឭ␜ޔㆡಾߥ⸒
േߩౕ⊛ᜰ␜ޔ೨✵⠌ߦࠃࠅ⪭ߜ⌕ߚኻᔕ߇น⢻ߦߥࠆޕቇࠎߛߎߣߪߒߞ߆ࠅ߿
ࠅߚ᳇ᜬߜ߇ࠅޔߚ߹ޔᒰቇᐕߩᢎ⑼ᦠߢቇ߱ߣ߁ᒝᕁࠍᛴߡࠆޕ
 ⷞ⍮ⷡᯏ⢻ߦ㗴߇ࠅޔᢥሼߩᒻޔᄢ߈ߐޔ㈩ߥߤ߳ߩᗧ⼂߇⭯ޔߚ߹ޕ᰼᳞ߩ
ࠦࡦ࠻ࡠ࡞߽⧰ᚻߢࠆޕᗧ⼂ࠍ㓸ਛߢ߈ࠆࠃ߁ߥ⪭ߜ⌕ߚⅣႺ⸳ቯ߿ޔᢎ᧚ߩᎿᄦ
ߥߤߢ․ߩࠄࠇߘޔᕈࠍࠃࠅ✭ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ޔቇ⠌ᵴേߦขࠅ⚵ߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
 

㧞㧚ᐔᚑ  ᐕᐲᧃߩ࿖⺆⑼ቇ⠌⹏ଔࠪ࠻ߦࠃࠆቇ⠌⹏ଔߩ⚿ᨐ
  
  5VGR㧠࠺࠲ߩ߹ߣ ఽ┬ฬ㧦

㗄⋡

 ቇᐕ

࿖⺆߳ߩ

ዊ  ᐕ ዊ  ᐕ ዊ  ᐕ ਛ

⢻ജ

㑐ᔃᗧ᰼ᘒᐲ

⸒⺆ߦߟߡߩ
⍮⼂ℂ⸃ᛛ⢻

㧭

ᒰቇᐕߩቇ⠌ߪޔචಽߥ

․ߦ⋧ޔᚻ߿⋡⊛ߦᔕ

⺆ฏߩᗧߪ⍮ߞߡࠆ

ߔߎߣ

⠌ᓧ߇ߥߐࠇߡߥ߇ޔਅ

ߓߡߒߚࠅ⡞ߚࠅ

߇⋧ޔᚻ߿⋡⊛⁁ޔᴫߦᔕߓ

⡞ߊߎߣ

ቇᐕߩ⠌ᓧߪߡ߈ߢ߷߶ޔ

߇㔍ߒޕ

ߡߎߔߢ⪲⸒ߥߨߡޔ

㧮
ᦠߊߎߣ

㧯
⺒ߎߣ



ࠆޕ

ߣ߇㔍ߒޕ

ᒰቇᐕߩቇ⠌ߪޔචಽߥ ᦠߊᔅⷐߩࠆᨩࠍ

߭ࠄ߇ߥࠍ࠽ࠞ࠲ࠞޔᢥ┨

⠌ᓧ߇ߥߐࠇߡߥ߇ޔਅ

㓸ߒޔㆬᛯߒߡᦠߊߎ

ਛߢᦠ߈⺋ࠆߎߣ߇ࠆޕቇ

ቇᐕߩ⠌ᓧߪߡ߈ߢ߷߶ޔ

ߣߪߢ߈ࠆᦠޔߒ߆ߒޕ

ᐕ⋧ᔕߩṽሼߩ⍮⼂ߪࠆ

ࠆޕ

ߎ߁ߣߔࠆߎߣߩਛᔃ

߇ޔᱜߒߊᦠߊߎߣ߇ߢ߈ߥ

ࠍ⏕ߦߒߥ߇ࠄޔᲑ⪭

ޔߚ߹ޕ㐳㖸ᜓޔ㖸ޔଦ㖸ޔ

ߣᲑ⪭ߩ㑐ଥߦᵈᗧߒ

᠘㖸ߩ⸥ޔㅍࠅ߇ߥޔฏ⺒

ߡࠅߚᦠޔ㑆㆑ߥߤ

ὐߦ߽⺋ࠅ߇ᄙޕᢥሼߩᄢ

ࠍᱜߒߚࠅߔࠆߎߣߪ

߈ߐޔ㈩ߥߤ߳ߩᗧ⼂߽⭯

㔍ߒޕ

ޕ

ᜰቯߐࠇߚ⺒ߺ‛ߪ⺒ ⽎⊛ߥ⸒⪲ߩᗧ߇

߭ࠄ߇ߥޔ࠽ࠞ࠲ࠞޔቇᐕ

߇⥄ޔಽ߆ࠄㅴࠎߢߪ⺒߹ߥ

ࠊ߆ࠇ߫ޔᢥ┨ߩౝኈߩ

⋧ᔕߩṽሼࠍ⺒ߎߣߪߢ

ޕ

߅߅ࠃߘߪޔℂ⸃ߔࠆߎ

߈ࠆޔߦࠄߐޕਥ⺆ㅀ⺆ߩ

ߣ߇ߢ߈ࠆޔߚ߹ޕᄢ

㑐ଥޔᜰ␜⺆ធ⛯⺆ߩᓎഀ

ߥߎߣࠍ߹ߣߚࠅ⚦ޔ

ߥߤ߽ޔߨℂ⸃ߒߡ⺒ߎ
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ㇱߦᵈᗧߒߡ⺒ߎߣ

ߣ߇ߢ߈ࠆޕ

ߪ㔍ߒޕ㖸⺒ߪߢ߈ࠆ
߇ޔ᭽ሶ߇ࠇࠆࠃ߁ߦ
⺒ߎߣߪߢ߈ߥޕ

 ఽ┬ߩ․ᓽߩ߹ߣ

  ⺑ᢥ߿‛⺆ᢥߩᄢ߹߆ߥౝኈࠍޔคㅀߦහߒߡ⺒ߺขࠆߎߣߪߢ߈ߡࠆ߇ޔᲑ⪭⋧ߩ㑐
 ଥࠍߣࠄ߃ߚࠅޔᖱ᥊߿ᔃᖱࠍᗐߒߥ߇ࠄ⺒ߎߣߪ㔍ߒ⋧ޕᚻߩᗧ࿑ࠍ⚵ߎߣ߇㔍ߒߊޔ
 ᗵߔࠆߎߣ߽࿎㔍ߥߩߢߒޔว߿ᗧᵹߥߤߪ㔍ߒ⚻ޕ㛎ߒߚߎߣࠍᤨ♽ߦᴪߞߡ
 ߒߚࠅޔ߇ࠆ߈ߢߪߣߎࠆߔࠅߚᦠޔવ߃ߚߎߣߩਛᔃࠍᗧ⼂ߒߚࠅޔᲑ⪭ߩ㑐ଥࠍ⠨߃
 ߥ߇ࠄౝኈࠍ᭴ᚑߒߚࠅߔࠆߎߣߦߪ࿎㔍߇ࠆޕᒰቇᐕߩṽሼࠍ⺒ߎߣߪߢ߈ࠆ߇⸥ޔ
 ߔࠆߎߣ߇㔍ߒߊ߈ᦠߩ࠽ࠞ࠲ࠞޔߥ߇ࠄ߭ޔ㑆㆑߃߽ࠅᜓޔ㖸ߥߤ߽⸥߽⧰ᚻߢࠆޕ



㧟࿖⺆⑼ቇ⠌⹏ଔࠪ࠻ߦࠃࠆ⹏ଔ⚿ᨐࠍ〯߹߃ߚ࿖⺆⑼ᜰዉ߳ߩᤋ㗄
 㧔㧝㧕⥄㐽∝ᖱ✜㓚ኂ․ᡰេቇ⚖ߢߩ࿖⺆⑼ᜰዉߦ߅ߌࠆᨒ⚵ߺ
  Ԙ࿖⺆⑼ߩ✚ᬺᤨᢙߦߟߡ
  ޟᄌ߃ߡߥޠ
߽ߣ߽ߣ࿖⺆ߩᤨ㑆ࠍᄙߊ⸳ቯߒߡࠆߩߢߩߘޔਛߢߩᜰዉࠍⴕ߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆߣ⠨
߃ߚޕ

  ԙ࿖⺆⑼ߩᢎ⑼ᦠߦߟߡ
  ޟᒰቇᐕߩᢎ⑼ᦠࠍ↪ޠ
ኻ⽎ఽ┬ߩ ޟᐕ↢ߩᢎ⑼ᦠߩቇ⠌ࠍߔࠆ߁ߣޠ᳇ᜬߜࠍ↢߆ߒߡޔᢎ⑼ᦠߦឝタߐ
ࠇߡࠆ‛⺆ᢥ⺑ޔᢥࠍ↪ߒߡ⸃⺒ޔജࠍ⢒ߡࠆߚߩᜰዉࠍⴕ߁ߎߣߣߒߚޕ

  Ԛฦනరߩߨࠄߦߟߡ
  ޟᒰቇᐕߩනరߦࠃߞߡߪ৻ߩࠄߨޔㇱࠍᄌ߃ࠆߎߣߦߒߚޠ
ኻ⽎ఽ┬ߩታᘒ߆ࠄޔᒰቇᐕ㧔 ᐕ㧕ߩߨࠄߤ߅ࠅቇ⠌ߢ߈ࠆ⸒⺆ᵴേߥߤߩᢎ᧚
ߪޔᒰቇᐕߩߨࠄㅢࠅⴕߩઁޔනరߪ৻ߩࠄߨޔㇱࠍᄌ߃ߡⴕ߁ߎߣߣߒߚޕ
  
  ԛᜰዉߩ႐ߣਥߥᜰዉ⠪ߦߟߡ
  ᤨߩߡోޟ㑆ࠍ․ᡰេቇ⚖ߢታᣉߔࠆߎߣߦߒߚޠ
ኻ⽎ఽ┬ߩታᘒ߆ࠄޔ㓸ਛߒߡޔቯߒߚ⁁ᘒߢቇ⠌ߦขࠅ⚵ߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦޔ
․ᡰេቇ⚖ߢታᣉߔࠆߎߣߦߒߡࠆޕ

  Ԝ⥄㐽∝ᖱ✜㓚ኂ․ᡰេቇ⚖ߦ߅ߌࠆᜰዉᒻᘒ╬ߦߟߡ
  ޠઁߩߘޟ
ኻ⽎ఽ┬߇ᗧ᰼⊛ߦขࠅ⚵⸒⪲ߩ⸥ߩ✵⠌߿ޔ᭽ߥޘᢥ┨ߩ⺒ߺขࠅ✵⠌ߥߤߩࡢ
ࠢቇ⠌߽ޔኻ⽎ఽ┬ߦߣߞߡߪലߥቇ⠌ᣇᴺߢࠆޕ㓸ਛߒߡቇ⠌ߔࠆߚߦ⪭ߜ⌕
ߊߎߣߩߢ߈ࠆⅣႺਅߢࠢࡢޔਛᔃߩቇ⠌ߪਇนᰳߢࠆޕ
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ߘߎߢᤨ ޔ㑆ߩᬺߩਛߢ⺖ߩߤߥ࡞࠼߿ࠢࡢߢੱ৻ޔ㗴ߦขࠅ⚵ቇ⠌ߩ
ᤨ㑆ߣ ޔޔฬߩዊࠣ࡞ࡊߢߩቇ⠌ߩᤨ㑆ࠍ⸘↹⊛ߦ⸳ቯߒޔᜰዉࠍⴕ߁ߎߣߣߒߚޕ

  ԝ⹏ଔߦߟߡ
  ޟᒰ߮ਅቇᐕߩ⹏ଔၮḰࠍ৻ㇱᵴ↪ߒߡ⹏ଔߔࠆߎߣߦߒߚޠ
නరߦࠃࠅߨࠄߩ৻ㇱࠍᄌ߃ߡࠆߩߢ⹏ޔଔ߽ห᭽ߦߔࠆߎߣߣߒߚޕ

  Ԟᐕ㑆ߩᜰዉ⸘↹ߦߟߡ
  ޟᒰቇᐕߩනరߩ㗅ᐨࠍᄌ߃ࠆߥߤߒߡᐕ㑆⸘↹ࠍᚑߒߚޠ
ⴕ߿↢ᵴනరቇ⠌ߣߩ㑐ଥ߆ࠄޔනరߩ㗅ᐨࠍᄌ߃ࠆߥߤߒߡޔቇ⠌ߒ߿ߔ㈩ߦ
ߒߡⴕ߁ߎߣߣߒߚޕ


㧔㧞㧕⥄㐽∝ᖱ✜㓚ኂ․ᡰេቇ⚖ߢߩ࿖⺆⑼ᜰዉߩౝኈ
 Ԙᒰቇᐕߩౝኈߩ㊀ὐൻ◲⚛ൻ
 ᒰቇᐕߩౝኈߩ߁ߜࠍ࠻ࠤࡦࠕޟޔขࠅ⺑ࠍߣߎߚߞ߆ࠊࠄ߆ߎߘޔߔࠆᢥ┨ࠍ  
ᦠߊ⺑ޟޔޠᢥ߆ࠄࠆߔ⚫ࠍߣߎߚߞ߆ࠊޔᢥ┨ࠍᦠߊߚߞߣޠౝኈߪޔኻ⽎ఽ┬ߩ
․ᕈޔᗧ᰼ߩ㕙߆ࠄ⠨߃߶߷ขࠅᛒࠊߥౝኈߣߒߚޕ
 ৻ᣇޔቄ▵ߦ㑐ࠊࠆ⺆ᒵࠍቇ߱ౝኈ߿ߦࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦޔ㑐ࠊࠆౝኈߥߤߪޔ㊀ὐ
⊛ߦขࠅߍࠆߎߣߣߒߚޕㆡಾߥ࠰ࠪࡖ࡞ࠬࠠ࡞ߩ₪ᓧࠍ⋡ᜰߒߡࠆኻ⽎ఽ┬ߦߣ
ߞߡޔᣣᏱ↢ᵴߩਛߢࠊࠇࠆ⸒⪲ޔળᤨߩᘒᐲߥߤߩቇ⠌ߪߦ․ޔᄢಾߢࠆߣ⠨߃
ߚ߆ࠄߢࠆޕ

  ԙਅቇᐕߩౝኈߩ㊀ὐൻ◲⚛ൻ
 ਅቇᐕߩቇ⠌ౝኈߢࠆ߭ࠄ߇ߥ߿ࠞ࠲ࠞ࠽ߩ⸥ቇ⠌ޔഥ⹖ߩቇ⠌ߥߤ߽ޔኻ⽎ఽ┬
ߦߣߞߡᔅⷐߢࠆߎߣ߇ޔ࿖⺆⑼ቇ⠌⹏ଔࠪ࠻ߦࠃࠆቇ⠌⹏ଔ߆ࠄࠊ߆ߞߚߩߢޔᐕ
㑆ㅢߒ⛮⛯ߒߡขࠅߍࠆߎߣߣߒߚޕ
 ฦ㗄⋡ߩౝኈߩ߁ߜޔ
ߔޟ⡞ߊജߦޠ㑐ߒߡߪޔᲤᣣߩ  ᩞᤨࠍߩᦺޟળߡߒߣޠᵴ
↪ߒߦ࠴ࡇࠬޔขࠅ⚵ߺ┙⥄ޔߦࠄߐޔᵴേߩቇ⠌ߩਛߢޔ
ߒޟวࠬࠠ࡞ߩቇ⠌ޠ
ࡈޟ
࠻ࠢߩࠬࠠ࡞ቇ⠌ޔ߽ߡߒߣߤߥޠขࠅߍߡߊߎߣߣߒߚޕ

  Ԛฦౝኈߩ߹ߣ߹ࠅߩ㊀ὐൻ◲⚛ൻ
 ߊᦠޟജߦޠ㑐ߒߡߪⴕޔ߿⥄┙ᵴേߢߩቇ⠌ࠍᝄࠅࠅޔᢥ߿ᣂ⡞ޔ౮⌀ឝ␜‛
ߦ߹ߣࠆቇ⠌ࠍⴕߩߘޔਛߢ⥄ޔಽߩᵴേߒߚߎߣࠍታᗵߐߖߡߊߎߣߦ㊀ὐࠍ⟎
ߡᜰዉߔࠆߎߣߣߒߚޕኻ⽎ఽ┬ߩ⥄Ꮖ⢐ቯᗵ⥄ޔᏆ⢻ᗵࠍ㜞ࠆߚߦ߽ߩߎޔᜰ
ዉߪᄢಾߦߒߡ߈ߚޕ
 ⺒ޟജߦޠ㑐ߒߡߪޔᒰቇᐕߩ‛⺆ᢥ⺑ޔᢥߩᢎ᧚ࠍߥ߇ࠄ߽߁ࠄߨߩߘޔ
ߣߎࠈߣߒߡߪޔ
ޟᄢ߹߆ߥౝኈࠍ⺒ߺขࠆߎߣޔޠ
ޟᖱ᥊ޔ᳇ᜬߜߩ߅߅ࠃߘࠍ⺒ߺขࠆߎ
ߣޔߒߣޠኻ⽎ఽ┬ߩᗧ᰼߇⛮⛯ߔࠆ▸࿐ౝߢขࠅᛒ߁ߎߣߣߔࠆޕ
ߘߩ㓙ޔᢎ᧚ᢥߩࠦࡇߦᝄࠅฬࠍߟߌߚࠅ߈็ޔߒࠍߟߌߚࠅ⺆ޔฏߩᗧ߿⸃
⺑ࠍߟߌߚ߽ߩࠍഥᢎ᧚ߣߒߡ↪ᗧߔࠆߥߤߩᎿᄦ߽ⴕ߁ࠃ߁ߦߔࠆߩ⪲⸒ޔߚ߹ޕᗧ
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ℂ⸃ࠍഥߌౕޔ⊛ߦࠗࡔࠫࠍ߽ߟߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦ⛗߿౮⌀ߩߤߥࠝ࠺ࡆޔᵴ↪
߽࿑ߞߡߊߎߣߣߔࠆޕ

 ԛߘߩઁ
 ⍴‛⺆ᢥ⺑ޔᢥߩ⺒⸃ࡢࠢߥߤ߽ᵴ↪ߒޔౝኈࠍᛠីߔࠆࠬࠠ࡞ቇ⠌߽ቇ⠌
ߩਛߢขࠅ⚵ࠃ߁ߦߒޔౝኈࠍ⺒ߺขࠆജߩะࠍ࿑ࠆࠃ߁ߦߒߡߊߎߣߣߒߚޕ


㧔㧟㧕⥄㐽∝ᖱ✜㓚ኂ․ᡰេቇ⚖ߢߩ࿖⺆⑼ᜰዉߦ߅ߌࠆ㈩ᘦ
࿖⺆ߩቇ⠌ࠍⴕߞߡߊ㓙ߩ⇟৻ޔოߣߥߞߡߊࠆߩߪߩ⪲⸒ޔᗧℂ⸃ߩᦌᤒߐ߿ޔ
ࠗࡔࠫߔࠆജߩᒙߐߢࠆᧄޔߚ߹ޕኻ⽎ఽߩ႐วߪޔᢥሼߩ⺒ߺᦠ߈߳ߩ⧰ᚻᗵ߽ᄢ
߈ߊᓇ㗀ߒߡߊࠆޕ
ߘߎߢޔᢎ᧚ᢥߩࠦࡇߦᝄࠅฬࠍߟߌߚࠅ߈็ޔߒࠍߟߌߚࠅ⺆ޔฏߩᗧ߿⸃
⺑ࠍߟߌߚࠅߒߚ߽ߩࠍഥᢎ᧚ߣߒߡᚑߔࠆߥߤߒߡߊߩ⪲⸒ޔߚ߹ޕᗧℂ⸃ࠍ
ഥߌౕޔ⊛ߦࠗࡔࠫࠍ߽ߟߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦ⛗߿౮⌀ߩߤߥࠝ࠺ࡆޔᵴ↪߽࿑ߞߡ
ߊߎߣߣߔࠆޕ
৻⥸⊛ߦࠊ߆ߞߡࠆߛࠈ߁ߣ߁⸒⪲߽ޔኻ⽎ఽߚߜߦߣߞߡߪᦌᤒߥߣࠄ߃ߦߥߞ
ߡࠆߎߣ߇ᄙߩߢߩ⪲⸒ޔᗧߩ⏕ߪ⏕ታߦⴕߞߡ߈ߚޔߚ߹ޕᖱ᥊ឬ౮ߥߤޔ
⚻㛎߆ࠄ⥄ὼߦࠗࡔࠫߒߡߊߎߣ߇㔍ߒ߽ߩߪޔ౮⌀߿⛗ޔߡߒ↪ࠍߤߥࠝ࠺ࡆޔ
ᧄੱߩਛߦߒߞ߆ࠅࠗࡔࠫߐߖߡ߈ߚޕ


㧠㧚࿖⺆⑼ᜰዉߦ߅ߌࠆ㧝ᐕ㑆ߩᣇ㊎
એߩࠃ߁ߥ⹏ଔ⚿ᨐߩᬌ⸛ࠍ߳ߡޔᐕᐲߩ࿖⺆⑼ᜰዉߪߥ߁ࠃߩߢ߹ࠇߎޔቇ
⠌ߩઁߦޔዊࠣ࡞ࡊߢߩቇ⠌߽ขࠅࠇߡⴕ߁ߎߣߣߒߚޕ
ቇ⠌ߢߪޔ㐳㖸ᜓޔ㖸ޔଦ㖸ޔ᠘㖸ߩ⸥✵⠌✵ߩ࠽ࠞ࠲ࠞޔ⠌ޔṽሼߩᓳ⠌ߥߤ
ߩ࠼࡞ቇ⠌ࠍⴕ߁ߥ߹ߑ߹ߐޔߚ߹ޕᢥ┨ߩ⺒⸃ࡢࠢߦ߽Ფᤨ㑆ขࠅ⚵ߺߺ⺒ޔขࠆ
ജߩะࠍ࿑ࠆߎߣࠍߨࠄ߁ߎߣߣߒߚޕ
ዊࠣ࡞ࡊቇ⠌ߢߪޔᢎ⑼ᦠߩ‛⺆ᢥ⺑ޔᢥߥߤߩᢎ᧚ᢥߦขࠅ⚵ߺ⊛ⷡⷞޔᡰេࠍ
ᵴ↪ߒߥ߇ࠄቇ⠌ߒߡߊޔߚ߹ޕቄ▵ߦ㑐ࠊࠆ⺆ᒵߩቇ⠌߿ޔળߩቇ⠌ߥߤ߽ߩߎޔ
ዊࠣ࡞ࡊࠍᵴ↪ߔࠆߎߣߢਛᔃ⊛ߦᜰዉࠍⴕ߁ߎߣߣߒߚޕ
ኻ⽎ఽߩ⺖㗴ߣߒߡޔ㓸ਛߒߡቇ⠌ߔࠆᤨ㑆ߣޔખ㑆ߣߒวߞߡቇ⠌ߔࠆᤨ㑆ࠍ⚵ߺ
วࠊߖࠆߎߣߢࠅࠃޔᗧ᰼⊛ߦቇ⠌ᵴേߦขࠅ⚵ߎߣ߇ߢ߈ࠆߎߣࠍߨࠄߞߡ߈ߚޕ


㧡㧚࿖⺆⑼ᐕ㑆ᜰዉ⸘↹
 ኻ⽎ఽ┬ߪᐕ㑆  ᤨ㑆࿖⺆ࠍⴕ߁੍ቯߢࠆޕᲤᣣ  ᤨ㑆⋡ࠍߩᦺޟળ߁ߣޠฬ⒓
ߢޔ
ߔޟ⡞ߊޠቇ⠌ߦขࠅ⚵ઁޔᲤᣣ  ᤨ㑆ߪ࿖⺆ࠍⴕ߁ࠃ߁ߥᤨ㑆ഀߦߥߞߡࠆޕ
ߔޟ⡞ߊޠቇ⠌ߪ┙⥄ޔᵴേߩᤨ㑆ߦ߽ⴕ߁႐ว߇ࠆᤨ ޔߚ߹ޕ㑆ߩቇ⠌ߩਛߦޔ
ޟቇ⠌ߩᤨ㑆ޠ
ޟዊࠣ࡞ࡊߢߩቇ⠌ߩᤨ㑆ޔࠇߺ⚵ࠍޠ㓸ਛߒߡขࠅ⚵ߎߣ߇ߢ
߈ࠆࠃ߁ߦߒߡࠆޕ
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ߎߣ߫ޔṽሼߩቇ⠌    ߩ㖸⺒ ᢥ㧔ᐕ߇ࠎ߫ࠆߎߣ㧕
ᢥ┨⺒⸃ࡢࠢߩቇ⠌   ‛⺆ᢥޠߒ߁߷⊕ޟ

 

             ⺑ᢥޟᄢ߈ߥജࠍߔ ߤߥޠᢥ㧔ㆇേળ㧕
             ળߩߒ߆ߚߪ⪲⸒ߔޟหߓߢ߽ޠ

 

             ჿߦߒߡᭉߒ߽߁㧔େฏߥߤ㧕 ቄ▵ߩ⸒⪲
             ࠊ߆ࠅ߿ߔߒᣇ㧔ኋᴱቇ⠌⺑ળߦߌߡ㧕

 

             ᢥ㧔ኋᴱቇ⠌㧕  ቄ▵ߩ⸒⪲
             ࠈࠈߥᗧࠍ߽ߟ⸒⪲ ߹ߜ߇߃߿ߔṽሼ

 

             ‛⺆ᢥޠ⧎ߩߟ৻ޟ
             ᧄߪߛߜ㧔ᧄߩ⚫ࡐࠬ࠲ᚑ㧕

               ‛⺆ᢥ ޠߨߟ߉ࠎߏޟᘠ↪ฏ  ቄ▵ߩ⸒⪲
               ⺑ᢥߢ࠭࡞ߣࡊ࠶ࠕޟવ߃ࠆޠ
             ჿߦߒߡᭉߒ߽߁㧔େฏ ⍴㧕
               ⺑ᢥࠅࠊ߆߆߇߽ࠇߛޟว߃ࠆࠃ߁ߦޠ
             ‛⺆ᢥޟਃߟߩ߅㗿 ޠ
 

             ᢥߣᢥࠍߟߥߋ⸒⪲  ࠍ⺒߽߁ޠߚ߁ࠄߪߩޟ

 

             ⺑ᢥࠍߙߥߩࠡ࠽࠙ޟㅊߞߡ ޠቄ▵ߩ⸒⪲

 

             ‛⺆ᢥޟೋ㔐ߩ߰ࠆᣣߩ ޠ㖸⺒
             ᢥ㧔 ᐕࠍ߰ࠅ߆߃ߞߡ㧕


㧢㧚නరߩޠߨߟ߉ࠎߏޟታ〣
㧔㧝㧕නరฬޠߨߟ߉ࠎߏޟ㧔ᒰቇᐕᢎ᧚  ਅቇᐕᢎ᧚㧕
 

㧔㧞㧕නరߩߨࠄ㧔ᒰቇᐕߩߨࠄᒰቇᐕߩߨࠄࠍ৻ㇱᡷᄌਅቇᐕߩߨ
ࠄ㧕
  ᖱ᥊ߥߤࠍߔ⸒⪲ߩᗧࠍ⍮ࠅޔคㅀߦߘߞߡౝኈࠍߣࠄ߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
  ⊓႐ੱ‛ߩ⸒േࠍౕ⊛ߦࠗࡔࠫߒߩᤨߩߘޔ᳇ᜬߜ߿࿐ߩੱߩߣࠄ߃߆ߚߥ
ߤࠍ⠨߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ








⥄㐽∝ᖱ✜㓚ኂ․ᡰេቇ⚖ߢߩනర

ㅢᏱߩቇ⚖ߢታᣉߔࠆ㓙ߩනరߩߨࠄ

ߩߨࠄ

٧႐㕙ߩ⒖ࠅᄌࠊࠅߦᵈᗧߒߥ߇ࠄ⊓ޔ

٧ᖱ᥊ߥߤࠍߔ⸒⪲ߩᗧࠍ⍮ࠅޔค

႐ੱ‛ߩᕈᩰ߿᳇ᜬߜߩᄌൻޔᖱ᥊ߥߤ

ㅀߦߘߞߡౝኈࠍߣࠄ߃ࠆߎߣ߇ߢ߈

ߦߟߡคㅀࠍ߽ߣߦᗐߒߡ⺒ߎߣ

ࠆޕ

߇ߢ߈ࠆޕ

٧⊓႐ੱ‛ߩ⸒േࠍౕ⊛ߦࠗࡔࠫ

٧ᢥ┨ࠍ⺒ࠎߢ⠨߃ߚߎߣࠍ⊒ߒว

ߒߩᤨߩߘޔ᳇ᜬߜ߿ߘߩ⸒േߦ㑐ߔࠆ

ޔߩ⠨߃ߩㅢὐߣ⋧㆑ὐࠍ⠨߃


࿐ߩੱߩߣࠄ߃ᣇࠍߤߥޔ⠨߃ࠆߎߣ

߇ߢ߈ࠆޕ






ߥ߇ࠄߒว߁ߣߣ߽ߦߩࠅߣ߭ੱ৻ޔ
ᗵߓᣇߩ㆑ߦ᳇ߠߊߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
٧⋡⊛ߦᔕߓߡᦠߊߣߣ߽ߦ߽ߚᦠޔ
ߩࠍ⊒ߒว߈ᦠޔᚻߩ⠨߃ߩ⏕ߐ
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ߥߤߦߟߡᗧࠍવ߃ว߁ߎߣ߇ߢ߈
ࠆޕ

㧔㧟㧕නర⸳ቯߩℂ↱
 ߎߩ‛⺆ߪޔዊቇ↢߇⺒ᢥቇຠߣߒߡฬߥ߽ߩߢޔኻ⽎ఽ┬߽ޔ
 ޟᐕ↢ߦߥߞߚ
ࠄ⺒ࠎߛߣޠᭉߒߺߦߒߡߚຠߢࠆޕቄ▵ࠍߔᖱ᥊ឬ౮߿⊓ޔ႐ੱ‛ߩ᳇ᜬߜ
ߩߥߤ⺆ޔᒵࠍჇ߿ߔᗧߢ߽߭ߗޔᛒߚຠߢࠆޕ
 ᖱ᥊ࠍߔࠈࠈߥ⸒⪲ࠄߕߚޔᔃ߆ࠄ᳇ᜬ߇ᄌൻߒߡߊ⊓႐ੱ‛ߩ᭽ሶ⸃⺋ޔ
ߐࠇߡߒ߹߁⸒േߥߤ⺆‛ޔᢥߩ⺒⸃ߣ߁ቇ⠌ౝኈߩઁߩ‛ߩੱޔ⠨߃ᣇߥߤ␠ળᕈߩ
ࠬࠠ࡞ቇ⠌ߦ߽↢߆ߖࠆౝኈߣ߃ࠆޕ
 ৻ߟ߭ߣߟߩ⸒⪲ޔᢥߩᗧࠍ߅ߐ߃ߥ߇ࠄߩ⺆‛ޔਛߢߎࠆ᧪ࠍ⺒ߺขࠅ߹ޔ
ߚߩߘޔ᧪ࠍߋࠆੱߩ⠨߃ᣇߦ߽ࠈࠈࠆߎߣߦޔ᳇ߠ߆ߖߡ߈ߚޕ


㧔㧠㧕නర⸘↹


ᧄቇ⚖ߢߩනర⸘↹

ㅢᏱߩቇ⚖ߢታᣉߔࠆ㓙ߩනర⸘↹


٨ᤨ㑆ᢙ㧔㧤ᤨ㑆ᛒ㧕
╙ ᰴ㧔 ᤨ㑆㧕

٨ᤨ㑆ᢙ㧔 ᤨ㑆ᛒ㧕
╙  ᰴ㧔 ᤨ㑆㧕

 ߹ߢ⺒ࠎߢ߈ߚᤄࠍᕁߒߘޔ
  ߩ․ᓽࠍ⏕ߔࠆޕ
╙ ᰴ㧔㧢ᤨ㑆㧕

 ቇ⠌ߩㅢߒࠍ߽ߟޕ
 ೋ⊒ߩᗵᗐࠍᦠߊޕ
╙  ᰴ㧔㧟㨪 ᤨ㑆㧕

 ోᢥࠍ⺒ߺޕ߆ߟࠍߒ߹ࠄޔ
 ╙  ߩ႐㕙ࠍ⺒ߺޔᖱ᥊ߣߏࠎߩߚ

 ႐㕙ߏߣߦ⺒ߺ‛ੱޔ߿㑐ଥߦߟ

  ߕࠄߥⴕേࠍ⺒ߺขࠆޕ
 ╙  ߩ႐㕙ࠍ⺒ߺ⫋ޔᑼߩᖱ᥊ߣᓟᖎ
  ߔࠆߏࠎߩ᳇ᜬߜࠍ⺒ߺขࠆޕ

 ᗵᗐࠍ߹ߣߒޔว߁ޕ

ߡ⠨߃ࠆޕ
╙  ᰴ㧔㨪 ᤨ㑆㧕 
 
ޠ߈⛯ߩࠎߏޟ
ࠎߏޟᣣ⸥ࠄߜߤߩޠ

 ╙㧟ߩ႐㕙ࠍ⺒ߺ߁ࠃߒࠍߥߋߟޔ
  ߣߔࠆߏࠎߩⴕേߣ᳇ᜬߜࠍ⺒ߺขࠆޕ

߆ࠍㆬᛯߒߡᦠ߈ߒ⚫ޔว߁ޕ
 ᦠߚ߽ߩࠍ⺒ߺวޔᗧ឵ࠍߔ

 ╙ 㧘㧡ߩ႐㕙ࠍ⺒ߺⴕߩࠎߏޔേ߇
  ઁߩੱ‛ߦߤ߁ฃߌขࠄࠇߡࠆߩ߆
 ߥߤࠍ⺒ߺขࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ

ࠆޕ
╙  ᰴ㧔 ᤨ㑆㧕
 ઁߩຠࠍ⺒ߺޔᲧセߒߡᗵᗐࠍᦠ߈ޔ


 ╙
 ߩ႐㕙ࠍ⺒ߺߚߞ߹ߒߡࠇߐ⸃⺋ޔ
 ߏࠎߩⴕേߚߒ⸃⺋ޔචߩ᳇ᜬߜࠍ⺒

  ᗧ឵ߔࠆޕ

 ߺขࠆޕ
╙ ᰴ㧔 ᤨ㑆㧕

 ࡆ࠺ࠝࠍߡޔຠߩ⇇ߩࠗࡔࠫࠍ
 ⏕ߔࠆޕ



㧔㧡㧕ᧄᤨߩᵴേ㧔╙㧞ᰴ 㧠㧤㧕
Ԙ⋡ᮡ
    ᖱ᥊ࠍߔ⸒⪲ߩᗧࠍ⍮ࠅ⫋ޔᑼߩ᭽ሶࠍ⺒ߺขࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
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・内容を整理して書くこ

書く能力

・漢字表記に関して独特な

とや、文の組み立てを考 ・目的や意図に応じて、自分の 記憶の仕方があるため、正

Ｂ
書くこ
と

えて書く様子がみられな 考えを効果的に書くことはで し く 表 記 で き る 字 が 少 な
い。また、主語を明確に きない。しかし、題材によって い。また、文字の書き方も
把握できず、内容を省略 は、適切な表現や組み立てで書 独特であり、他者が読みや
する傾向がある。

くことが可能な時もある。

すく書けない。しかし、毛
筆は正しくバランスよく表
記することができる。

・興味のある題材の本で

読む能力

・当該学年までのおおよそ

あるならば、意欲的に読 ・興味のある図書資料を積極的 の 漢 字 を 読 む こ と は で き

Ｃ

むことはしている。

に読んでいる。登場人物や情景 る。また、言葉に対する興

読むこ

に着目し、おおまかな要旨を捉 味を持っており、辞書を自

と

えることもできる。しかし、目 主 的 に 頻 繁 に 利 用 し て い
的に応じて的確に要約するこ る。
とは難しい。

児童生徒の特徴のまとめ
自分の伝えたい内容を省略しすぎて、相手に伝わらないことが多い。また、話し手の意図を
早合点して受け取るため、相手の意図考えて聞き取る事ができない。文章の内容を理解してい
ても「話すこと」
「書くこと」ともに省略しすぎる事で、わかりやすく伝えることができない。
文法について、おおよそ当該学年の内容は理解しているが、実際に活用することはできない。
音読は、古典も含め流暢に読むことができる。読むことには大変積極的であり、内容について
もおおよそ把握している。

３．国語科学習評価シートによる評価結果を踏まえた国語科指導への反映事項
（１）自閉症・情緒障害特別支援学級での国語科指導における枠組み
①国語科の総授業時数について
「やや減らした

週 3 時間」

教科指導を十分に行うためには時数を多く持ちたいが、本人・保護者が交流及び共同学
習での授業を希望するなど、他の教科の時数の確保もあって現状の時数とした。

②国語科の教科書について
「主に当該学年の教科書を使用」
当該学年の学習内容が十分に習得されていない項目もあるが、本人・保護者の希望に沿
い、内容理解が可能な題材も多くあるため、当該学年の教科書を使いながら下学年の内容
も取り入れて、対象生徒に適した学習を進めることとした。

③各単元のねらいについて
「単元によっては、当該学年のねらいを一部替えた」
当該学年のねらいで学習するには、対象生徒の実態に適した学習ができないため、題材
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象生徒はその点で心配であった。そこで、
「書くこと」の領域に重点を置いて指導すること
にした。

④題材・内容選択について
「対象生徒が興味関心を示しそうな内容の単元を想定した。
」
題材・内容の選択にあたっては、通常の学級の年間計画を基本とし、生徒が興味をもっ
て取り組み、実態に即して指導の工夫ができるものを優先することとした。

（３）自閉症・情緒障害特別支援学級での国語科指導における配慮
対象生徒は言葉に興味を持っており、積極的に学習に取り組むことができる。特に「読
むこと」に関しては積極的であるため、毎時間その能力を発揮できるよう指導を工夫する
ことにした。
漢字表記については特殊な書き方をするため、低学年の漢字から、本人が正しく獲得で
きるよう辞書を用いて指導することとした。
「話すこと・聞くこと」については、言語についての構成等が理解できるので、類似の内
容を提示して意味の比較をさせるとともに、自立活動の時間にも取り扱うことにした。

４．国語科指導における１年間の方針
当該学年の教科書を使用し、必要に応じて下学年のねらいも混在して指導することにし
た。題材・内容は、対象生徒が興味をもって取り組むことが可能なものや、社会生活を送
る上でも重要な内容を考え、さらに、生徒の実態に即して指導の工夫ができるものを優先
して選択した。題材の精選を行う中では、
「話すこと・聞くこと」に関して、自立活動の時
間にも取り扱うこととした。また、本人が視覚情報の提示があると取り組みやすく、変化
もわかりやすいため、
「書くこと」に重点を置いて指導することにした。
また、
本人や保護者の希望で年間を通して定期テストを受けるために、
学期毎の内容を、
通常の学級の計画と合わせることを方針にした。
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５．国語科年間指導計画
題

材

特

記

事

項

小学校の申し送りに従い下学年問題を行う。
テストの受け方等行動観察も併せて行う。

アセスメント③
4 竜（読む）⑤
5
6

自分新聞を作ろう（書く）⑥

下学年のねらいに重点をおく。

クジラの飲み水（読む）⑤

「内容を要約」に重点をおく。

アイスキャンデー売り（読む）④

漢
字
・
文
法

7 文法の窓１（言語）③
表現プラザ１（書く）③
9 食感のオノマトペ（読む）④
10
11

わたしたちと古典 かぐや姫の物語（読む）⑥
矛盾 故事成語（読む）③
空中ブランコ乗りのキキ（読む）⑥

12 レポートを書こう（書く）⑨

年
間
35
時
間

1 ユニバーサルな心を目指して（読む）④
ウソ（読む）②
2
トロッコ（読む）⑥
3 表現プラザ（話聞）②

「登場人物の言動の意味理解」に重点をおく。
Ａさんは、下学年内容を行う。

「様々な故事成語を調べる。」に重点をおく。
「主人公の心情理解」に重点をおく。
総合的な学習の時間とあわせて行う。

「主人公の心情変化」に重点をおく。

６．単元「書く」の実践例
(1)単元名「自分新聞をつくろう」（当該学年教材・下学年教材）
(2)単元のねらい（当該学年のねらい・当該学年のねらいを一部改変・下学年の
ねらい）
自閉症・情緒障害特別支援学級の単元

通常の学級の単元のねらい

のねらい
・書く事の中心を明確にして書くこと

・表現することを通して自分の姿を

ができる。

見つめ直し、新たな自分を発見する。

・書く事柄を整理し、文章全体の組立

・集めた材料を内容に合わせて選び、
全体の構成を工夫して書く。

てを工夫して書くことができる。

（３）単元設定の理由
対象生徒二人とも、内容が伝わりやすい文章を書くことが難しい。報告 7 の生徒は、言
いたいことを省略しすぎて書くために伝えたいことがわからない。また、報告 8 の生徒は、
書きたいことを上手くまとめられず、文章がふくらみすぎて要点がわからない。
そこで、自分自身を紹介する「自分新聞」の記事を書くことで、わかりやすい文章の書
き方を身につけさせたいと考えた。
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・読むことに関する関

読む能力

・文章の様々な表現に興味

心・意欲・態度は、おお ・自ら意欲的に図書資料を読 を持ち、言葉の使い方に関
むね前年度の学習が習得 み、その中では、登場人物の心 心を持ち、辞書を利用する

Ｃ

されていると考える。

読むこ
と

情に着目したり、おおよその内 などして、より理解を深め
容を把握したり、自分の考えを ようとしている。ただ、興
明らかにすることもできる。

味に偏りがあり、強く関心
を持つ表現と興味を持てな
い表現がある。漢字につい
ては下学年の表記でも読む
事が難しいものもある。

児童生徒の特徴のまとめ
話すことについては、経験したことを伝え自分の思いを伝えることはできる。しかし、話しの整
理ができず、効果的に伝えることができていない。また、話し手の意図を推し量って聞くことは難
しい。書くことに関しては、その方法については理解できているが、文の構成を的確に行うこと、
内容を整理することができず、多くの情報を書きすぎるため、結果的に文章をわかりにくくしてい
る。読むことについては大変意欲的で、自ら図書資料を読み、その内容もおおよそつかめている。
音読については、当該学年の漢字で読めないものもあるが、情景や登場人物の様子を如実に表現し
ながら流暢に読むことができている。

３．国語科学習評価シートによる評価結果を踏まえた国語科指導への反映事項
（１）自閉症・情緒障害特別支援学級での国語科指導における枠組み

①国語科の総授業時数について
「やや減らした 週 3 時間」
対象生徒の課題を十分に指導するためには、時数を多く持ちたいが、交流および共同学
習、自立活動の時数確保もあり現状の時数とした。

②国語科の教科書について
「主に当該学年の教科書を使用」
当該学年の学習材の中に対象生徒が学習可能な題材があることや、生徒の自尊感情を考
慮して、当該学年の教科書を用いるようにした。単元によっては、対象生徒の特徴的な課
題に対応するために、下学年課題の学習を行うこととした。

③各単元のねらいについて
「単元によっては、当該学年のねらいを一部替えた」
当該学年のねらいのみでは、対象生徒の実態に適した学習ができないため、題材によっ
ては下学年のねらいを混在して実施することにした。

④指導の場と主な指導者
「全ての時間を特別支援級で実施」
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６．単元「書く」の実践例
（１）単元名「自分新聞をつくろう」（当該学年教材・下学年教材）
（２）単元のねらい（当該学年のねらい・当該学年のねらいを一部改変・下学年
のねらい）
自閉症・情緒障害特別支援学級の単元
のねらい

通常の学級の単元のねらい

・書く事の中心を明確にして書くこと
ができる。
・書く事柄を整理し、文章全体の組立
てを工夫して書くことができる。

・表現することを通して自分の姿を
見つめ直し、新たな自分を発見する。
・集めた材料を内容に合わせて選び、
全体の構成を工夫して書く。

（３）単元設定の理由
対象生徒二人とも、内容が伝わりやすい文章を書くことが難しい。報告 7 の生徒は、言
いたいことを省略しすぎて書くために伝えたいことがわからない。また、報告 8 の生徒は、
書きたいことを上手くまとめられず、文章がふくらみすぎて要点がわからない。
そこで、自分自身を紹介する「自分新聞」の記事を書くことで、わかりやすい文章の書
き方を身につけさせたいと考えた。

（４）単元計画
自閉症・情緒障害特別支援学級の単元計画
時間数・・・7 時間扱い
一次１.新聞を作る意味を知る
２.記事・見出しを決める
二次３.下書きをする
４.下書きをする・教師が添削
三次５.割り付けを考える 新聞作り①
６.新聞作り②
７.新聞作り③ 振り返り

通常の学級の単元計画
時間数・・・7 時間扱い
一次１．記事の材料を集める
２．記事の選択・割り付け
二次３．新聞作り①
４．新聞作り②
５．新聞作り③
三次６．新聞を読み合い、感想を交流す
る

（５）本時の活動（第１次 ２／７）
①目標 ・「自分新聞」作成の手順を確認する。
・適切な記事・見出しを決めることができる。
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実践事例９（当該学年教材・ねらいを一部変えて指導）
当該学年表現教材「想像力をふくらませて」を用いて

１．研究対象者
3 学年の男子生徒。知的発達の程度は境界線域である。
かけ算九九の暗記など十分習得されていない部分があり、数学は苦手である。美術、保
健体育、技術には、内容によって交流学級の授業に参加することもある。
些細なことで興奮すると暴言を吐いたり、叫んだりすることもある。また、本生徒はプ
ライドが高く、自分にできない部分があることを認め受け入れることが難しい。さらに、
過去の嫌な思い出を忘れることができず根に持ってしまう。
集団に入ることも苦手である。

２．平成 22 年度末の国語科学習評価シートにおける学習評価の結果
項目

国語への

能力

関心・意欲・態度
・当該学年の国語への関

話す・聞く能力

言語についての
知識・理解・技能
・当該学年に関しては未実

心・意欲等は十分ではな ・話の中心の部分と付加的な部 施の部分がほとんどであ
い。また、下学年の評価 分との関係に注意して、話した る。相手や目的に応じて、
規準に照らすと、教師の り聞き取ったりすることは、当 話の形態や展開に違いがあ

Ａ
話すこ
と・聞く

支援があれば部分的な学 該学年の評価規準では習得さ ることは気付けているが、
習内容は習得していると れている。それ以外の内容で 文の成分の順序や組み立て
思われる。

は、当該学年、下学年の評価規 等については不十分であ
準に照らすと、学習内容は十分 る。また、下学年に関して

こと

に習得されていない。

は十分ではないが、書き言
葉とは違う話し言葉の特色
や役割を理解し、適切に話
したり聞いたりすることは
できている。

・当該学年の国語への関

書く能力

・当該学年に関して、字形、

心・意欲等は十分ではな ・課題が示されていれば取り組 文字の大きさ、配列・配置
い。また、下学年の評価 むことができるが、自分で課題 などに配慮して書くことは

Ｂ

規準に照らすと、教師の を見つけることは苦手である。 習得しているが、それ以外

書くこ

支援があれば部分的な学 また、相手にわかりやすく伝え は未実施な部分が多い。ま

と

習内容は習得していると ようという意思をもって工夫 た、相手や目的に応じて文
思われる。

し表現することは難しい。当該 章の形態や展開に違いがあ
学年、下学年の評価規準に照ら ることに気付くことはでき
すと、部分的ではあるが学習内 ているが、文の成分の順序
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②各内容のまとまりの重点化・簡素化
「読む力の向上を目指して、主たる指導の内容を想定した。
」
国語科学習評価シートの結果から、
「読む力」が高いとは言えないが、
「書くこと」や「話
すこと・聞くこと」に比べると力があることが把握できたため、さらに力をつけて自信に
つなげたいと考えた。
また、
「書くこと」については苦手意識を弱めていく必要があり、さらに、読む力があ
っても記述式の問題に全く取り組もうとせず、
もっている力を十分発揮できていない面も
あるため、
「書くこと」についても大切に扱おうと考えた。

③題材・内容選択について
「対象生徒が興味関心を示しそうな内容の単元を想定した」
対象生徒はゲームや小説が好きで、漢字を当てて名前を考えたり、架空の人物を想像し
ては、その人物について話したりすることがよくある。そのため、
「創作して書く」活動を
取り入れるなど、題材・内容の選択に興味関心を示しそうな内容を設定することにした。

（３） 自閉症・情緒障害特別支援学級での国語科指導における配慮
①関心・意欲について指導上の留意
対象生徒は、学習に入る前の気分に取り組みが大きく左右されやすいため、気持ちをコ
ントロールすることが何よりも大切な目標となる。苦手な内容に取り組む際には、活動の
取り組みでどこまで行うのか、どの程度で良しとするのか、実施する活動の具体について
教員が明確に指示するよう心がけることとした。

４. 国語科指導における 1 年間の方針
国語科学習評価シートによる学習評価の結果から、読み取った内容を文で表現したり、
記述式の問題に答えを記入したり、作文に取り組めるようになることを目標とした。
具体的な支援については、段階を追って行うようにすることとした。例えば、問題の答
えを記入する場合はヒントを出したり、活動ができずにいたら模範解答を写しても良いこ
とを提案するなど、活動に取り組まないことを少しでも減らしていくことにした。
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Ⅴ 自閉症研究における感想・意見
～研究協力校担当教員から～
本稿では、7 校 9 事例を担当して下さった自閉症・情緒障害特別支援学級担当の先生方
から、2 年間の自閉症研究に関する感想やご意見を頂いている。その内容を以下に呈示す
る。是非、感想等も参考にして頂ければと思っている。

１．国語科学習評価シートを使用しての感想をお書きください。
(特に使用していなかった年度と比較した視点で感想を頂けると幸いです。)
・事例①担当教員
児童の国語科学習の習得状況を把握する上でとても有効であった。昨年までの習得の評
価は担任の主観的な部分が多く、評価後の学習内容の重点化も曖昧なものになっていた。
今回、国語科学習評価シートを使用することで、学習の達成状況を的確に把握する事がで
き、児童の学習内容の重点化、簡素化がしやすく個別指導計画の作成にも役立った。また、
簡便で持続可能な評価活動ができる評価シートだと思う。

・事例②担当教員
漠然と児童の苦手とする部分を把握していたつもりではあったが、国語科学習評価シー
トを作成していく中で、児童の得意な部分と苦手な部分を確認していくことができた。
また評価シートを作成したことで、授業で何を中心に指導したらいいのか、また未習得
の部分を再確認することもできた。

・事例③担当教員
これまで学習指導要領に定める目標に照らし、国語科の領域毎の評価は実施していなか
った。経験に頼った曖昧な評価になり、目標や単元設定が対象児の実態にそぐわない内容
が含まれていた。対象児の国語科に関する「話す・聞く」
「書く」
「読む」の内容のまとま
り毎の習得状況は、この国語科学習評価シートを使用することで、学年のどのレベルに達
しているのか、詳細に把握することができた。国語科の各内容のまとまり内のバランスの
悪さも顕著であることが明らかになり、これらの情報を指導計画に生かすことができた。

・事例④担当教員
子どもの学習の特徴（習得状況や得意・不得意など）は、経験から「こんなものかな」
と想定していたのですが、学習評価シートを使用することで、明確にとらえることができ
るようになった。また、下学年に戻ってチェックできるので、子どもの習得状況がよくわ
かった。できれば、子どもの学習の特徴を文章でまとめましたが、レーダーチャートのよ
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うに、一目瞭然にできると経験の浅い先生方にも使ってもらえるかなと思った。

・事例⑤担当教員
評価シートを使用してない時でも児童は国語が苦手であるということは分かっていた
が、漠然とした理解であり、国語科における児童の課題をはっきりつかめていなかった。
評価シートを使ってみたところ児童の苦手な点が把握しやすく指導に役立てることができ
てとても良かった。評価シートの結果から「書くこと」
、
「読みとり」が児童の重点課題で
あることが分かり、授業数を増やし重点的に指導することができた。

・事例⑥担当教員
自分たちの指導計画の裏付けの一つとして、評価シートをとらえて使用した。結果的に、
児童の学習の様子をより客観的に捉えることができ、計画する際の安心感みたいなものを
もつことができた。

・事例⑦、⑧担当教員
今まで経験値だけで行っていた指導計画を、客観的な規準で裏付けることができた。
また、本人の実態把握についても具体的に整理することができて、授業の組み立てに役
立った。
（今までは「項目」だけの把握でした。
）
さらに、時々、シートをひろげて確認していたが、個々に変容のあったところ、ないと
ころを見ながら、次の単元の授業計画を考えていった。したがって、事前に考えていた計
画と変えたものもあった。今まで確認は、いつも頭の中で確認していたのみだった。

・事例⑨担当教員
報告書の中でも書いたが、対象生徒は拒否反応が強く、活動できていなかった部分につ
いて、教員が工夫しながら経験させていくことの必要性を、私たち自身が感じた。無理強
いをするわけではないが、私たちがさせない限り「学習する機会が失われてしまう」とい
う危機感を持っていなければならないと思った。

２．自閉症研究を通して行いました、特別支援学級における国語科指導の内容等の
編成では何に一番のご苦労がありましたか。
・事例①担当教員
まず、対象児の得意な力を利用しながら学習を進める事が大切である。それを実現でき
る指導内容の編成を行う事が重要と考えて取り組んだ。研究対象児童の場合、評価の結果
「読むこと」に関しては学年相応の力を持っていた。当該学年 2 年の単元・教材配列が「音
読しよう：ふきのとう」から始まっているので、対象児の得意な力である「読む力」を利
用しながら学習を進めることができた。よって、4 月当初からは説明文教材を中心に学習
を進め、6 月以降からは説明文、物語文の教材を同時に並行して学習を進めることで学習
内容の理解が促進できた。
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・事例②担当教員
当該学年の教科書を使用するにあたり、通常学級と同じ内容で果たしていいのか、また
評価の仕方も難しいと考えていた。また、国語の授業時間数が少ないため、当該学年の内
容といっても、すべてを網羅することは難しかった。そのため、削らなくてはいけない単
元もでてきてしまった。

・事例③担当教員
交流及び共同学習を推進しているが、通常の学級と特別支援学級との国語科のねらいや、
単元設定について、効果的な指導計画の立て方について苦慮した。特別支援学級では、国
語科学習評価結果から把握できた課題を中心に、通常の学級では、目標を下げて実施する
内容や割愛する内容について通常の学級担任と相談し連携に努めた。また学習評価の結果
を具体的な年間指導計画で考える際に、
「枠組み」
、
「内容」
、
」
「工夫や配慮」についてチェ
ックできたことで、あらためて具体的な編成ポイントが理解できた。

・事例④担当教員
国語科学習評価シートの結果から、具体的な指導内容等を編成するにあたって、
「評価結
果を反映させたシート(枠組み、内容、配慮)」をそれぞれチェックすることで、結果を具
体的な指導内容等に反映させることができ、
反映させるべき視点が明確になったと思った。
また、特別支援学級でほとんどの授業をしてので、自閉症の特性に応じて指導内容に軽重
をつけることができたが、交流及び共同学習が多い児童だったら、特別支援学級と通常の
学級とどんな内容を指導するか計画するのが大変だったと思う。

・事例⑤担当教員
物語の内容をつかませ正しく読みとりをするために、何回も繰り返し教材を読ませる必
要があり、時間がかかった。音読は、家庭でも宿題として毎日協力してもらった。視覚的
に優れているので、学習において教科書の挿し絵を頻繁に使ったが、挿し絵にない事を想
像することが苦手であるので、ビデオを利用して内容理解を促した。ビデオでも表現され
ていない教科書の内容は、何度も説明したがなかなか理解ができなかった。

・事例⑥担当教員
児童の当該学年の学習をしたいという気持ちを、実際の発達段階と学習の習得の程度の
差を、どのようにすりあわせていくのかに、いつも苦心している。また、将来的に必要と
なる内容に意欲をもたせつつ、また、限られた担任数で指導していくよう計画を考えるの
が、難しいところである。

・事例⑦、⑧担当教員
同じ自閉症といえども個々の生徒の特徴は全く違い、その生徒達を同じ場・同じ時間で
授業をするためには、どの題材でどのように進めていくかを決定するのが一番の課題であ
った。
自閉症のある生徒を複数で同時に授業するのは、知的障害のある生徒よりも難しいと感
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じている。

・事例⑨担当教員
基本的に、第一印象に左右されがちな生徒達なので、生徒達がやりたいと思えるように、
こちらがやらせたい内容の軽重をどうつけていくかがとても難しかった。さらに、一人一
人得意な部分や課題が全く違うことも、指導の難しさを増幅させていたと思う。
生徒一人一人に合わせ、自立活動的な部分での目標と、学習においての具体的な活動目
標の軽重を、普段から教員側がしっかり持っていなければならないと思った。

３．特別支援学級での国語科指導において、特に自閉症の特性を踏まえた授業づく
りでは、最も大切にした工夫や配慮はどのような内容だったでしょうか。
・事例①担当教員
自閉症の児童にとって、文中の登場人物の行動や様子を想像しながら読み進めることは
難しい事である。児童の文章理解力を深め想像力を広げていくためには、自分の経験と結
び付けて理解させることが重要となると考えた。
自分の経験を思い出しながら(思い出させ
ながら)、登場人物の似ているところに気付かせたり、違うところを見つけ出させたりする
ことが、物語文や説明文を読み進めていく上で有効な手立てとなると考えた。
このように、自分の経験と結び付けて学習を進めるためには、生活科や自立活動、道徳
等の学習内容と関連させ、国語科学習を進めていくことが不可欠であると考え実践を進め
てきた。

・事例②担当教員
漢字練習では、筆順ごとに色を変えることもあったが、形ごとに伝えることを中心にし
た。
（例：
「位」→「カタカナのイ＋立つ」など）
また、物語や説明文を扱う時に、児童がイメージしやすいように絵や写真、実物を見せ
たりした。段落や時には１文節ごとに細かく分けて、わかりやすいようにした。作文では、
書き方の基本を伝え、それに沿って書く練習をしたり、
「楽しかった」以外の感想が書ける
ように伝えた。

・事例③担当教員
対象児は、言語理解や心情理解が困難であるという実態を受け、物語文では読み取るた
めのキーワードの提示、言語理解のための絵や写真など視覚的な補助教材の活用、動作化
等体験的な活動を取り入れた授業展開に努めた。
心情理解では、心情を表現するたくさんの言葉を提示し、そこから当てはまる言葉を選
択させるなど、語彙の拡充に努めた。また、教科書とは別に、文節で区切った教材を準備
して、文章を読み易くした。

・事例④担当教員
子どもが国語に対して苦手意識をもっているので、まず、その意識をとりさるために「わ
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かる」ことを念頭に置いた。
「わかる」には、①自分の体験からわかること、②資料を丁寧に説明されてわかるこ
と、③自分では想像できなかったが、友達の考えを聞いて「ああ、そうなのか」とわかる
ことがあると思う。授業では、②③に焦点を当てて指導した。
また、
「わかる」ためには、視覚情報を与える、動作化して体感させる、ねらいをスモ
ールステップにする、語句を丁寧に説明したり、文作りをしたりする、気持ちや様子がわ
かるような読み方の指導をすること等を実践してきた。
「できたこと、わかったこと」を子どもに具体的に示して、
「ぼくも国語ができるんだ」
と感じられるようにすることが大事だと思っている。
さらに、どうしても感じられないことや、想像できないことがあるので、その部分は、
さらりと扱い苦手意識を増長させないよう配慮をした。

・事例⑤担当教員
児童は、物語文の登場人物の心情理解が苦手であるので、登場人物を自分や身近な人に
置きかえ、児童が日常経験している事柄から関連づけて考えさせ物語文の理解を進めた。
教科書の挿し絵の上に児童の写真を置き、
児童が物語の中に登場したらという状況設定で、
授業を行うようにすることで心情理解等を促した。

・事例⑥担当教員
児童本人のやる気、モチベーションを保ちつつ、必要な学習にとりくめるような、一時
間の指導内容の組み立て方をいつも意識していた。自分で自立して学習を進める部分と、
友だちや担任とやりとりしながら学習を進める部分をほどよく組み合わせて、一時間の流
れを組み立ててきた。
また、絵や写真、ビデオなどを使用し、具体的なイメージをもてるような支援は、文章
の読解には、不可欠であると感じた。

・事例⑦、⑧担当教員
一番配慮したことは、本人達が理解できるように内容の精査をすること、本人達の自尊
心を傷つけない範囲で視覚的な教材を用意することだった。

・事例⑨担当教員
「やる気にさせる」ことを、何より大切にしている。特に、今担任しているクラスの生
徒達は、他の生徒のその日の雰囲気や、その日の気分に大きく左右されてしまう。また、
２でも書いたが、
「一人一人得意な部分や課題が全く違う」ことを踏まえて、その時間にや
るべき活動の提示の仕方、それぞれの生徒がどこで終了とするのかという活動量や、質に
ついての目標作り、交渉術など、常に自分の中で、生徒達にどう言葉をかけるのが有効か
を考えながら授業を行っている。
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資料⑧国語科学習評価シートの活用及び指導計画等への反映フォーマット(内容)
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