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本研究 は,知 的障害あ るい は知的障害 を併せ もつ子 どもたちにも,各 々の障害 の状況 に即 し,環 境
教育 の教育内容 を創 り,単 元化 ・授業化 ・活動化 をめざす ものである。現在 ,環 境先進国の ドイツに
おける知的障害児へ の環境教育 の教育内容 ・実践例 を集積 しなが ら,わ が国において も,特 別支援学
校 の小学部 ・中学部 ・高等部 ,通 常学校 の特別支援学級等 において,環 境教育 の授業 を計画 。実施 し
これ まで積み重ねて きた総合的質的授業分析 を行 つた後 に,授 業 の再計画 を行 い,教 育内容 づ くり
授業の典型化 をはかろ うとしている。
本研究 は,そ の典型化 に向けた取 り組みの一つであつた。筆者 らは,む しろ授業実践 の成功例 より
も課題が残 された実践例か らも学びなが ら,各 々の学校 に合 った形 で よ り良い授業づ くりをめざ して
い る。そこか ら,導 き出された視点一視覚的教材 の活用や見学等 の活動 の組み込み,紙 す きの実践の
環境教育 としての位置づ けの明確化 ,作 業学習 との結合一等 も授業 め典型化 に繋げてい きたい と考 え
ている。
,

,

キーワー ド:特 別支援学級,授 業分析 ,環 境教育
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1)で は
,新
平成 11年 3月 に告示 された「盲 学校 ,聾 学校及 び養護学校学習指導要領」
たに 「総合 的な学習 の時間」が設 け られ,知 的障害養護学校 (現 ,特 別支援学校 )に お
い て も,中 学部 は平成 14年 度 ,高 等部 では平成 15年 度 か ら全面実施 された。知的障害あ

るい は知的障害 を併 せ もつ子 どもたちの教育 では,子 どもの実態が多様 である上 に,既
に総合学習 の位置 づ け を持 つ生活単元学習等 の「教科 ・領域 を合 わせた指導Jが 展 開さ
れてお り,生 活単元学習等 と「総合的な学習 の時間」 との 間で以下の よ うな論点が設定
される。
①

冨永等が実施 した調査結果 2)を 見 る と,知 的障害養護学校 によつては,「 領域 ・教科
を合わせた指 導」,特 に「生活単元学習」 を「総合的な学習 の時間」 に振 り替 えてい
るケ ース も多 い。確 か に,そ の類似性 が認め られる所であるが ,そ こでは,従 来 の
「生 活単元学習」 と「総合的な学習 の時間」 の相違点 として,「 主体性」 や 「 自己決
定能力」 の育成が強調 されて い る。 ただ,「 主体性」や 「 自己決定能力」 の育成 は
,

教育課程全体 で取 り組 まれるべ きもので ,必 ず しも「総合 的な学習 の時間」独 自の
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3),「 生活単元学習」か「総合的な学習の
ものとはいえない。荒川 も指摘するように
が問われなけ
時間」かの位置づけの相違 よりも,知 的障害教育における教育内容 自体
ればならないのである。
た社会適応的なものに留
② これまで,「 生活単元学習」等の多 くは,発 達年齢 を重視 し
「
つ
まってきたことから,冨 永は,現在の総合的な学習の時間に ながるような 創造的
4),そ の教育内容づ くりに撃 り組んできた。それは,従
生活学習」の必要性 を提起 し
も重視し,自
前あ発達年齢重視の社会適応的な内容から,発 達年齢 とともに生活年齢

ニバ ーサ ルな社 会 づ くりを行 う担 い手 とし
立 と他 立 の両面 を押 えなが ら,将 来共 にユ

③

・
て知的障害 あ るいは知的障害 を併 せ もつ子 どもたちを育て るために,主 体的 創造的
な社会参加 の内容 を組み込 む ことを意味す る。
つ
このようなテーマ設定 は,知 的障害あ るいは知的障害 を併せ も 子 どもたち (特 に重
るいは教師主導 の
度 の知的障害 のある子 どもたち)に は困難 で,教 師 の 自己満足 ,あ
ここで,重 要 な ことは,テ ーマの難
取 り組 みに陥 りがちである とい う声 も聞かれ る。
きなが ら
しさと内容 の難 しさは異 なるとい うことである。わか りやす く内容 をかみ砕
るいは知的
単元化 ・授業化 ・活動化 をはか ることが必要 となる。特 に,知 的障害 ,あ
キ
る「活動化」が ー ワー ド
障害 を併せ もつ子 どもたちの教育 にお いては,授 業 におけ
を組み合
とな り,「 遠 い見通 しJや 「近 い見通 し」 を踏 まえなが ら, どの よ うな活動
,

わせ組織化 してい くかが問 われる ことになる。
るいは知的障害
以上 のような論点をふ まえなが ら,本 研究 では,こ の ような知的障害あ
の諸
の
を併せ持 つ子 どもたちの教育 におけ る「倉1造 的生活学習」 や 「総合的 な学習 時間」
テーマの 中で,環 境問題 を取 り上げることにす る。
に学びな
の
冨永 は,環 境教育先 進国であ る ドイツにおける知的障害児 (者 )へ 環境教育
5),ゎ
な取
り組 みを
では
いる
統的
が
が
,系
国
が ら,取 り組 み を整理 しその一部 を紹介 して
としての検討 が十分 になされ
行 って いる学校 は少 な く,単 発的 な取 り組 みがあ つて も授業
である
。
てお らず ,授 業 の典型化 も進んでい ないのが現状
の
A小
学校特別支 援学級 の協力 を得 て
では
ら
,T市
か
研究
,本
以上 の よ うな課題意識
へ
の
環境教育 を進めるため,そ の実態把
知的障害 あ るいは知的障害 を併せ もつ子 どもたち
再授業
握 (Assessment)一 授業計画 (Plan)一 授業実施 (Do)一 授 業分析 (Check)一
計画 (Replan)(APDCR)に 取 り組 んだ。
,

I.授 業分析 の方法
6)を 用 いている。知的
ここでは,冨 永 が これまで採用 してきた総合的質的授業分析方法
の
や動 き,言 葉 は
障害あ るいは知的障害 を併 せ もつ子 どもたちの場合 ,特 に,授 業者 表情
表情や動 き,言
児童 (集 団)に とって大 きな意味 を持 つ。 それ とともに,児 童 (集 団)の
いて欠 かせない。 また,授 業者 の
葉 といった細 かな様子 を把握す ることも,授 業分析 にお
の
と物 としての教
目標 (単 元 目標 ・授業 目標 ・各活動 のね らい)や 教材 (内 容 として 教材
の
が相互 に関連 し,授 業 は
材 ,個 々の活動内容 ),教 材 や児童 (集 団)の 配置等 環境設定
の
を捉 える ことが必
展開 されて い く。従 って,授 業全体 にお いて,こ れ らの授業要因 関連
であ り,ビ デオの記録 ・再生 ・
要 なる。 これ らを可能 にす るのが総合的質的授業分析方法
こし,授 業 を構成す る諸要素
分割 ・保存 の機能 を活用す る中か ら授業記録 を詳細 に掘 り起
の教材 と物 としての教材
として
である「授業 目標 (各 活動 のね らい)の 設定 ,教 材 (内 容
,
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個 々の活動内容 ),子 ども (集 団)の 状況 ,教 師 (集 団)の 指導性 ,環 境設定」 の関連 を
検討 してい くものである。その際 ,授 業構成上重要な局面 (教 師の一 つ一つ のね らいが反
映 されてい る活動 の局面)を 「授業局面」 として捉 え,各 授業局面内の分析 ,授 業局面間
の総合的質的分析 を通 して,授 業構成要素 の関連 を問い,授 業改善 のための諸課題 を導 き
出 していった。
尚,授 業者 は,サ ポー ター として,本 小学校 に入 り込んだ上で,授 業実践 を行 っている。
この ような授業研究では,毎 年 ゼ ミの大学院生 ・特別専攻科 の学生 。学部生 が ,各 特別支
援学校 (小 学部 ・中学部 ・高等部)・ 各通常学校 (小 学校 ・ 中学校 ・高等学校 )の 特別支
援学級 。通常学級 の協力 を得 て, 1年 間,週 1日 以上通 い,教 育実践 を学 び,授 業力 を培
う意義 とともに,各 学校 の実践研究 を進 める意義 も有 している。
Ⅱ.授 業分析 の対象

(1)特 別支援学級の概要
B市 立 A小 学校 には特別支援 学級 (以 後 ,H学 級)が 1ク ラス ある。2008年 度 には計 7
名 の児童 が在籍 し,担 任 1名 ,30時 間講師 2名 ,短 期臨時職員 1名 が担当 してい る。学級
目標 は,『 みんない きい き なかまとつ くる楽 しい学級』であ り,具 体的に「心わ くわ く
楽 しい活動 でわかる喜 びを味わおう」,「 元気 いっぱい,健 康 なからだとしっか りとした体
,

力を作ろう」,「 笑顔 い きい き,な かまとかよわす豊かな心を育 もう」 を目標 として挙げて
いる。
毎 日 1, 2校 時 を帯時間として と り,集 団活動や関係 づ くりを大切 にするため学級全員
で活動す る時間 となっている。具体的には,気 持ちやか らだをほ ぐす ための体力 づ くりや
、
リズム運動 ,な かまと′
を通わすための歌や遊 びの指導 ,毎 月 の学級 カレンダー作 りと粘
し
土 ・造形 ・描画活動 ,栽 培 や飼育活動 ,日 々の活動 に見通 しをもって主体的に参加す るた
めの「朝 の会Jな どに継続 して取 り組 んでいる。特 に 1校 時 を『Hタ イム』 と呼 び,児 童
同士 の遊 びや 自然 なかかわ りを大切 に してい る。
3校 時以降 は,入 級児童 の発達課題 に応 じた学習 の時間 とし,主 に「 ことば 。もじ」や
「かず ・ りょう」 について個別や課題別グル ー プで取 り組 んで い る。
また,各 学年 ・学級単位 で H学 級 との交流 (ふ れあい を中心 とす る直接交流 ,障 害理解
を中心 とする間接交流 )に も計画的 に取 り組 んでいる。
次 に,い くつ かある年間行事 の 中で主な ものについて述べ る。11月 に行 われる市全体 で
の特別支援学級 ・特別支援学校合同の行事 である学習発表会 では,劇 を中心 に参加 してい
る。校内では全校児童 を対象 にも,そ の劇 を発 表 してい る。 1月 の研究授業 では,校 内の
教師 らを対象 に,H学 級 での授業内容 を公 開 してい る。 これは,児 童 らの成長 ・発達 を教
師全体 で確 かめる場 で もある。授業参観 ・懇談会 は,H学 級独 自にも学期 に 1〜 2回 行 っ
てい る。入級児童全員 の成長 ・発達 を保 護者全員で確かめ合 い,率 直 に本音 を出 し合 う と
ともに,発 達 の見方 を学びあ う場 としている。 また,学 期 に 1回 程度 ,中 学校区内での特
別支援学級交流会 などの校区交流会 を行 っている。

2,単 元 の概要
本単元 におい ては,児 童 らが普段 の生活 の 中でよ く目にす る牛乳パ ックを使 って,牛 乳
パ ックの リサイクル活動 に取 り組 むことにした。牛乳パ ックが児童 らにとつて身近 な教材
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である ことに注 目し,実 生活 に結びついた学習 となるよう留意 した。その際,で きる限 り
視覚的に分 か りやすい教材 を使用 し,ま た集団性 ・共同性 を育 むことをね らい として,ペ
アーでの活動 を設定 した。
(1)題材名 「牛乳パ ックの大変身 !!」

(2)児 童 の実態
児童

A

'

児童 の 実態

単元 のね らし

本学級 の唯 一の 6年 生であ り、他 の児童 の お姉 さん的存在である。 ・ペアーの友だちを手伝つた り,協 力
自ら他 の児童 を注意 した り手伝 った りす ることも多 く、みんなの

するよう誘 つた りすることができる。

ことを考 えて行動できるよ うである。 しか し一方で、 自分 の思 い

・ リサイクルを意識 して,ハ ガキ作 り

通 りにな らない時に怒 つた り,活 動 の見通 しが持 てない時 には気

をすることができる。

持 ちが不安定になった りす ることがある。
リサイ クル とい う言葉や意味を大体理解 している。

B

児童 Aと ともに H学 級 の リー ダー 的存在 であ り、他 の児童 の見本

・一人だけで活動す るのではな く,ペ

とな ることが よくある。 しか し、授業 中に勝手な行動 を とった り

アー の友 だ ちの進行 を把握 しなが ら

都合 の よい言い訳 を した りす るこ とも多い。気持 ちの切 り替 えが

進めることができる。

随分 スムーズ になって きてはいるが、教師 の注意 に耳を傾 けない

・ リサイ クル を意識 して ,ハ ガキ作 り

時 もある。

をす ることができる。

リサイ クル とい う言葉や リサイ クル 商品 の存在 を よ く知 つてい
て ,さ りげな く発言す ることが多い。

C

友だち と遊ぶ ことも 日常的にあるが ,ま ず は教師 を遊 びに誘 うこ

・ペ アーの友だちを手伝 うな どして

,

とが多い。自分だけを見てほ しい とい う気持 ちが あるよ うである。 教師 とで はな くペ アーで の活 動 で あ
人 との関わ りにおいて ,少 々強 引に意見 を通そ うとす るこ とがあ

ることを意識 できる。

る。 また年下の児童 を注意 した り手伝 った りす るこ とで,誰 かの

・ リサイ クル を意識 して,ハ ガキ作 り

ためになつているとい う満足感 を得て い るよ うである。

をす ることができる。

リサイ クル に関す る言葉 を知 ってい るが ,そ の言葉 の本 当の意 味
ははつき りしていない。

D

友だちに合 わせた関わ り方 を した り,友 だちを遊び に誘 った りす

・一人だけで活動す るのではな く,ペ

ることができる。 しか し言葉 で 自分 の気持 ちを表現す るこ とが少

ア ー の友 だ ちの進行 を把握 しなが ら

し苦手 なためか ,ち ょっ とした ことで トラブル になつた り,教 師

進めることができる。

に注意 されて気分 を害す ることが ある。

・ リサイ クル を意識 して ,ハ ガキ作 り

リサイ クル とい う言葉 を知 っている。 ゴ ミの分別 な どの知識 も部

をす ることができる。

分的に有 している。

E

ぬい ぐるみ を使 って一 人遊び を していることが多い。教師や友だ

・ペ アーの友だちに教 えて もら うこと

ちの誘いで ,友 だち と一緒 にあそぶ こともで きる。嫌 な ことが あ

をきちん と聞 くな どして ,ペ アーでの

る と大 きな声 を出 した り,都 合 の悪 い時は 関係 のない話 を して ご

活動 を意識す ることができる。

まか した りす ることがある。

・牛平レヾックか らハ ガキになることを

リサイ クルのイ メージが少 しある。

理解 して ,活 動 を楽 しむ こ とがで き
る。

F

教師 を誘 って遊ぶ こ とが多い。教師の誘 いで友だ ち と遊ぶ ことも ・ペ アーの友だちと同じ材料や道具を
よくある。また ,頑 張 つている 自分 の姿を教師 にア ピール した り
,

使 うな どして,ペ アーでの活動を意識

他 の児童 を注意 した りす る こ とで満 足感 を得 て い る ところがあ

することができる。

る。 自分 の言葉で思 いを伝 えることができるよ うにな って きてい

・牛平Lパ ックか らハ ガキになることを

る。

理解 して ,活 動 を楽 しむ こ とがで き

掃除 を した リゴ ミを捨てた りす る活動がで きる。 リサイ クル の知

る。

識 はあま りない。
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G

I特

定の絵を描いた り本を見た りして,一 人遊びをしていることが

￨。
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ペアーの友だちと同じ場所に集まる

ほ とん どで あるが , してほ しい ことがある時は教師 の手 を引いた ￨な どして ,ペ アーでの活動 を意識す る
り言葉 で要求す る。複数 で遊ぶ誘 いには,興 味を持 った ものには ￨こ とができる。
積極的に応 じてい るが ,そ れ以外 は一人や教師 との遊びで過 ごし
ていることが多 い。

￨・

1理

牛乳 パ ックか らハ ガキになることを
解 して ,活 動 を楽 しむ こ とがで き

教師に指示 されれ ば ゴ ミを捨て る活動 がで きる。 ゴ ミや リサイ ク ￨る 。
ル の知識 はない。

(3)題 材設定 の理 由
○児童観
本学級 には,自 閉症や ダウン症 ,発 達障害 の傾向がある児童 など 7名 が在籍 してい る。
児童全員が言語 での コ ミュニ ケー シ ョンを中心 としてい る。毎 日 1・ 2時 間目はH学 級 の
児童全員 で過 ごす よう時間割 が組 まれてお り,児 童同士が関わ りやすい環境 にあるとい え
る。休み時間などの 自由 な時間は,教 室 でお絵 か きやオルガン弾 き,野 球 ,工 作 ,読 書 な
ど児童それぞれが好 きな ことをして過 ご してい る。一人遊 びをす ることが多 い児童や教師
との関 わ りを求 める児童が い るが,児 童 同士 が 関 わ り合 って遊 ぶ ことも多 く,お 互 いへ の
興味 ・関心 は持 っている。そのために,ち ょっとした行 き違 いで けんかにな ることも多 い。
自分 の思 い を主張 し合 う傾向があるため,互 い に歩み寄 ることが難 しく,教 師が間に入 ら
なければ仲直 りで きないこ とも多 い。そのため,本 授業 ではペ アー を意識 させ るとともに
,

全員で同 じ目標 に向か って一つの ものを作 る作業 を取 り入れ ることで,友 だちとの活動 を
楽 しむことを大切 にしたい と考 えた。 また,こ のような活動 を通 して,ペ アーや集団にお
ける 自分 の役割 を考 えられる力 も育んで い きたい と考 えた。
○教材観
′
牛乳パ ックはリサイクルする ことので きる代表的な資源 の一 つであ り,児 童 にとって身
近 なものである。 また本学級 では現在 ,自 由時間に段 ボ ール箱 を使 った工作 がはやってお
り,こ れまでにも工作 に熱中する児童が多か った。牛乳パ ックは,こ のよ うに児童が興味
を持 って取 り組 める工作 などの作業 に適 してい ると考 え用 い ることにした。
また,2008年 5月 には児童会企画のオリエ ンテー リングがあ り,リ サイクル についてわ
ずかではあるが学んで い る。 さらに 4年 生の児童 は遠足 でクリーンセンタこ に行 っている
ため,大 量 の ゴ ミが 自分 たちの生 活か ら出てい ることをイメー ジ しやす かった。そのため
この ような これまでの活動 にも触れなが ら,牛 乳パ ックを教材 として児童 の興味 。関心 を
,

持 たせ ,環 境教育 につ なげよう とした。
○指導観
本授業 では,友 だち との活動 を楽 しむ ことを大切 にしてい る。そのために児童 がペ アー
や集団での活動 を意識 で きるよ うに声 をかけてい くことに した。 また,児 童 一人 ひと りの
考 えや行動 をこちらが認 めることで,児 童が 自分 の活動 に 自信 を持 ち集団における自分の
役割 を考 えられるように指導 してい く。特 に,児 童が互 い にどのよ うな言葉や態度 で関 わ
ってい くかを見 てい きたい。
また,リ サイクルは 自分 たちにも関 わる身近 で大切 な ことだ と意識化 で きるよう,出 来
る限 り児童 の実生活 と結 びつ けなが ら授業 を進めてい くことにした。そ して,本 授業 で行
う活動が価値ある活動である ことが実感 で きるようにし,授 業後 の生 活にお いて も資源 を
大切 にす るなどの行動 の変化 につ ながれば と考 えた。
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(4)指 導 目標
・友 だちとの活動 を楽 しみ,そ の 中での 自分 の役害1を 考 えることを目標 とす る。
・ リサイクルの必 要性 を感 じ,資 源 を大切 にす るな どの行動 の変化 につ なげるよ うにす
る。

(5)指 導計画
本単元 では,第 5次 の牛乳パ ックを使 った「手す きハ ガキ作 り」 の授業 を単元 の 中心 に
位置 づ け,授 業計画 を立てた。第 1次 はH学 級担任 による授業 であ り,今後 の授業 で使用
する牛乳パ ックを児童 らがそれぞれ各家庭 で集 めて くるよう指 導 がなされた。第 2次 か ら
第 6次 が筆者 による授業 である。
第 2次 では,牛 乳パ ックをリサイクル してで きるイス作 りを計画 した。 これは児童 らが
普段 自発的に取 り組 んでいる工作 に近 い活動 で あ り,ハ ガキ作 りよ り取 り組みやす い活動
で ある と捉 えられる。そのため,突 然ハ ガキ作 りを行 うのではな く,前 段階でこの ような
児童 らにとって楽 しい活動 となるような授業 を取 り入れるよ うにした。ただ,ハ ガキ作 り
で使用す る予定 の教材 と同様 の ものを使 い,同 じようにペ アーでの活動 を意識する活動 に
し,第 5次 につ ながる授 業 となるよう意図 した。
第 3次 では,牛 乳パ ックの リサイクル過程 について触れ,リ サイクル商品や回収 マー ク
につい て学 ぶ授業 を設定 した。 この授業 ではリサイクルの大切 さや身近 さを感 じ,第 5次
のハ ガキ作 りもリサイクル活動 であることを意識で きることがね らいの一つである。
第 4次 では,手 す きハ ガキの作 り方 の指導 を行 い,第 5次 では,実 際にハ ガキ作 りを行 う
ことに した。
最後 に,第 6次 で,こ れまでの学習を振 り返 り,ま とめることにした。

3.分 析対象の授業の概要
分析 を進めるにあたっては,単 元 の指導計画全体 (全 6次 )の 中で,第 3次 の「 リサイ
クルについて」 を授 業分析 の対象 とした。本単元 は,第 5次 のハ ガキ作 りに向けてリサイ
クルの知識や意義 を学ぶ よ う計画 してお り,第 3次 はその中心 となる授業である。 これが
授業分析 の対象 となった理 由で ある。

(1)日 時 2008年 11月 20日 (木 )第 5校 時
(2)学 級 H学 級 7名 (1年 男子 1名 , 2年 女子 1名 , 3年 男子 1名 , 4年 男子 3
名 , 6年 女子 1名 )

(3)場 所 H学 級教室
(4)授 業者 樋 口他 ,担 任教諭等 (3名
(5)本 時 の 目標

)

・牛乳パ ックは放 つてお けば ゴ ミになるが , リサイクルによって別 の ものになることを知
り,ま たその リサイクルの大切 さや身近 さを知 ることがで きる。
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(6)展 開
活動 の流 れ

児童 の活動 (*指 導上 の課題 ・ 留意点)
A

B

C

D

E

3つ の ゴ ミ袋 の 中

03つ の ゴミ袋 の中身

身について考 える

ック)が ゴミになるかどうかを考える。

パ
し
(紙 類・ ペ ッ トボ トル・ 牛手

準備物
F

G

○ 授 業 者 に 注 目す

・ゴ ミ袋 とその

る。

中身 (紙 類・ペ
ッ トボ トル・牛

*3つ の ゴ ミ袋 を順 に提示 し,牛 手Lパ ックが このままだ とゴ ミであることを印

乳 パ ック)

象 づ ける。
○ ゴ ミになると思 う袋 を ゴ ミ箱 に捨て に行 く。

*ゴ ミに見 える牛幸Lパ ックか らイ ス を作 つた前 回 の活動 を児童 が思 い出せ る
よ うす る。
イ ス 作 りの 活 動 を

○イ ス作 りの時の様子や感 想 を発表す る。

振 り返 る

*イ ス作 りの活動 を評価す る。

・前回作 ったイ

*ゴ ミな る と思 つていた牛乳 パ ックがイ ス に生まれ変 わ つた こ'と を意識 づ け
る。

牛 手しパ ック に つ レ

○牛予Lパ ックが何か らで きてい るかについて考 える。

て考 える

○知 っていることを発表す る。

・牛乳 パ ック
○ 発 表 者 に注 目す
る。

・ リサイ クル パ
ネル

*パ ックには木材 が使 われ てお り,大 切 な資源で あるこ とを説 明す る。
パ ックは使 い終わ つた後 どうなるのかを考 える。
○牛孝し
○知 つてい ることを発表す る。

〇発 表 者 に注 目す

○児童会 エ コオ リエ ンテー リングを思 い 出 して考 える。

る。

○児童 B・

Eは ,遠 足で行 つたク リー ンセ ンター を思い

出 して考 える。

*牛 浮Lパ ックは回収 され ,別 の ものに生まれ変わ ること
り
・

を説 明す る。

サイ クル 商

(ト

イ レッ トペ ーパー ,ノ ー トな ど)を 紹介

す る。

*こ れ を何 と言 うか問い ,「 リサイ クル」 と呼ぶ ことを説 明す る。
○ リサ イ クル に つ

○ リサイ クル に興味 を持 つ。

○発 表 者 に注 目す

いて知 ってい るこ
と発表す る。

*前 回のイス作 りも リサイ クル活動であることを伝 える。
○ リサイ クル の大切 さを感 じる。
○ リサイ クル を身近 に感 じる。
ま とめ

○本時の学習を振 り返る。

*パ ネルを示 しながら,振 り返 りを促す。

る。

品

*牛 乳パ ックか らできているもの
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4.各 授業局面の記録
(1)第 1局 面の記録

光 昭 ・樋 口 知 里

―は じめのあいさつ 。導入 ―

日直の児童 Dが 「これか ら 5時 間目の勉強 を始 めます。
Jと 言い,は じめのあい さつ を
い
い
する。児童 Gは 着席 して な 。
授業者が 「今 日はさつきも少 し言 ったけ ど,ゴ ミについてちょっとお話 だけしたい と思
ってい ます。
」 と言い,本 時の見通 しを示す。すると児童 Cが 元気 よ く「はい !」 と手 を
挙げ「紙のちぎ りやぶ。
」 と発言す る。児童 Fは ジェスチャーを交 えて「新聞。
Jと 発言す
る。児童 Dが 「おもちゃ。
」剛腱。
」 と発言す る。授業者は児童 らの発言に対 して「いろん
なゴ ミがあるな。
」 と答える。

(2)第 2局 面の記録

‑3種 類のゴミを考 える一

授業者 は「先生今 日はね,ゴ ミを持 つてきました。
」 と言 つて, 3つ の ゴミ袋 を机の上
と
ると
に出す。そ して「 これ全部 ゴミです。
」 言 う。す
児童 Dが 離席する。
ゴ ミ袋① (紙 類 )を 授業者があけると,児 童 Fが 袋 の中におか しの空 き袋 を見 つ けて
「おか し !」 と言 い,ゴ ミに興味を示 している。 ゴ ミ袋 の中身を順 に出しなが ら確認 して
いるところへ,さ きほど離席 した児童 Dが 紙 くずの入 った袋を持 つてきて授業者に手渡 し
席 に戻 る。授業者が「これもゴ ミ?ち ょっと見 てみるよ。
」 と言 って児童 Dが 持 って きた
袋を開け,み んなに中身を見せる。児童 Aが 「わあ,ゴ ミやあ。
」 と発言す る。授業者が
「これはH学 級 で出たゴミ ?Jと 聞 くと,児 童 Dは 「そう。
Jと 答える。席についていなか
った児童 Gが 前 にきて,児 童 Dが 持 ってきた ゴミ袋をのぞ くな どし,ゴ ミに興味を示す。
授業者 は「お うちで出たこうい うゴミはみんなどうす る ?Jと ゴミ袋① (紙 類)を 示 し
なが ら質問す ると,児 童 らが「捨てる。
J「 ほる。
」「可燃 ごみ。
」 などと答 える。授業者が
,

ゴミ袋①

(紙 類)を 見せながら「H学 級のゴミ箱に捨ててもいい ?捨 ててきてくれる人 ?」

と言 つて募 る と,何 人 か の児童 が元気 よ く手 を挙 げ る。
「 じゃあ Dさ ん。」 と言 つて指 名 し

,

児童 Dが教室のゴミ箱 にゴミ袋① (紙 類)を 捨てる。
ゴミ袋② (ペ ットボ トル)を 授業者が見せると,児 童Fは 「ジュース。
」,児 童Aは 「ペ
ットボ トル。
」 と発言する。授業者が袋の中身を出しながら,み んなで確認する。授業者
が「こういうのなんて言う?Jと 質問すると,児 童 Bは 「ペ ットボトル。
J,児 童 Dは 「リ
サイクル。
Jと 発言す る。授業者が「これはリサイクルに出す ?」 と聞 くと,児 童 Eが
「はい !ち ょっと貸 して。
」 と言 って席 を立ち,授 業者からゴミ袋② を取 り,「 リサイクル
・・
だから
空き缶でこれでしょ。
」 と言って歩きながら何かを探 している。
ゴミ袋③ を授業者が出し,「 先生 もう一個 もって きたのは,牛 乳パ ックとか りんごジュ
ースのパ ックが入つているんやけど。
」 と話す。そしてゴミ袋②③を示 しながら「このペ
ットボ トルとか牛乳パ ックはゴミ?Jと 質問する。児童Bは 「リサイクル。
」 と発言する。
授業者が「H学 級のゴミ箱 に捨ててもいい ?」 聞 くと,児 童 らは「だめ。
」 と口々に答え
ゴミやと思
「いいよ―
と
「
これは
の
Dは
る。そ 中で,児 童 Dだ けが
。
」 言う。授業者が
う?」 と聞くと,児 童 Dは 「うん。
Jと うなず く。授業者は「分かつた。Dは ゴミやと思
ゴ
い
う。
」 と言 ,「 ミじゃないなと思う人もいる ?」 と質問すると,児 童A・ BoC・ Eが
手を挙げる。児童 Cは 「だってそれリサイクルやもん。
」 と発言する。周 りの様子を見て
い
いの
で,授 業者は「いいよ。Dが 思っ
児童 Fも 手 を挙げる。児童 Dだ けが手を挙げて な
ていること言って くれたらいいよ。
」 と言うと,児 童 Dは 「だって家では捨ててる。
Jと 答
ゴ
える。授業者が「おうちでは捨ててるから ミやと思う?」 と尋ねると,児 童Dは 「うん。
」
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と答 える。授業者 は「分 か りました。 ゴ ミと思 う, とか,ゴ ミじゃない と思 い ます , とか
い ろい ろあって いい と思 い ます。 自分 の思 つていることを言 つて くれ た らいいです。
」と
言 う。席 を離 れていた児童 Gが 着席す る。

(3)第 3局 面の記録 一前回のイス作 りを振 り返る一
授業者が 「このパ ックを使 って,み なさんこの前何か作 りませんでしたか ?」 と質問す
ると,手 を挙げる児童や「イス。
Jと 答える児童がいる。言葉 で 自分 の考 えを表現するこ
とに課題がある児童 Fが 手 を挙げていたので,授 業者 は児童 Fを 指す。すると児童 Fは 少
し考 えた後 ,イ ス作 りで使 った「新聞紙。
」 と答える。次に授業者 は児童 Cを 指 し,児 童
「
ス
の「
スどこに
Cは イ 。
イ
ある ?Jと い う言葉 に児童 Bが イスを取
」 と答 える。授業者
りに立ち,授 業者 にイスを渡す。授業者 はイスを示 しなが ら,「 みんなこの前力合 わせて
」 と言
できましたね。
」 と言 って児童 らの活動 を評価す る。す ると児童 Fが 「牛乳パ ック。
つて,授 業者にイス作 りの活動 で覚えていることを伝えようとする。授業者 は「始めは作
」 と言 い
り方分かれへ ん, とか本当 にこんなんなるの ?と か言 っていたけ ど,で きたね。
ながらイス作 りを振 り返 る。児童 Fは 授業者 によく注目し,積 極的 にうなずいている。児
童 Eは 「先生,今 から作 る ?」 と言 って,イ ス作 りの活動 を思い出している。児童 Gが 席
を離れて前に来たので,授 業者 はパ ネルを黒板 に貼るようお願 いす る。児童 Gは パネルを
貼 った後,イ スを持 って席 に戻 る。

(4)第 4局 面の記録 一牛乳パ ックのゆ くえを考える一
授業者 は児童 Gが 貼 った牛乳パ ックのパ ネルを示 して,「 この牛乳パ ックは何 からでき
ていたか覚えてい ますか ?Jと 質問す ると,「 木。
Jや 「ダンボール。」 など前回 までの授
業で出た意見が児童 らから出る。児童 Fは 関係 のないことをわざと言 う。授業者 は「木や
な。
」 と答 えを言 い,木 のパ ネルを貼 って牛乳パ ックヘ矢印を書 き,木 から牛乳パ ックが
できることを図にして示す。
す ると児童 Bが 前に来て,牛 乳パ ックからトイ レットペーパーができる図を黒板 に書 き
足 し,席 に戻 る。児童 Bの 行動を見て,児 童 Eが トイ レットペーパーのパ ネルを黒板 に貼
る。さらに児童 Fが 席 を立って前 に来たので,授 業者 は児童 E・ Fに 座るよう指示する。
また,児 童 Gが トイレットペーパーのパ ネルに興味 を示 し,席 を離 れて前まで来 る。授業
」 と答
者 は児童 Bに 「何書 いて くれたん ?」 と聞 くと,児 童 Bは 「 トイレットペーパー。
ペーパー
い
か知 っ
て
?何
れたん
く
える。授業者がさらに「Bは なんでここに トイレット
書
てることあるん違 う ?教 えて くれる ?Jと 尋 ねると,児 童 Bは 「牛乳パ ックのやつ にのっ
てたか ら。
」 と答 え,パ ックに印届1さ れてい る,パ ックのゆ くえを示 した絵 のことを伝え
る。児童 Eは 「キッチンペーパー。
」 と何度 も言い,知 っていることを伝 えようとしてい
る。
授業者 はさきほどの図に トイレットペーパー・キッチ ンペーパーを書 き込み,「 他 に何
か知 ってる ?」 と尋 ねると,児 童 Cが 「テイッシユ。
」 と答える。児童 Eが 関係 のない話
をし始 めたので,授 業者 は「そんなこと聞いていません。牛乳パ ックから何 かできている
J,児 童 Cは 「紙。」 と発言
もの知 っていますか ?」 と児童 Eに 言 う。児童 Bは 「ハ ガキ。
する。児童 E・ Fは 大 きな声で「はい ￨」 と言 いながら手 を挙げ,関 係 のないことを発言
する。さらに児童 Bが 「イス。
」 と発言 したので,授 業者 は「この前みんなで作 ったイス
のこと?な るほど。牛乳パ ックから出来ているね。
Jと 言う。
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(5)第 5局 面の記録 一牛乳パ ック回収マークを知る一
授業者 は,先 ほどから授業に関係 のない話 をした りして落ち着いて座 っていない児童 E
に,新 たなパ ネルを黒板に貼 るようお願いす る。
授業者 は児童 Eが 貼 った牛予Lパ ック回収 マークのパ ネルを示 しなが ら,「 こんなマーク
見 たことある人 ?Jと 質問す ると,席 に着 いている児童全員が元気 よく手を挙げる。「な
」
にで ?ど こで ?見 ました ?」 と聞 くと,児 童 Dは 「スーパー。
」,児 童 Aは 「牛乳パ ック。
と発言す る。授業者 は児童 Aの 発言 を受けて,牛 孝Lパ ックを児童 らに渡 し,回 収マークを
確認す るようにする。授業者 は「このマークは何のマーク ?ど うい う意味 ?」 と尋ねると
」 と発言す る。他 の児童 は聞 こ
児童 Aが 授業者 にだけ聞 こえるような声で「リサイクル。
えていないようだつたので,授 業者 は「Aさ んの言 つたこと聞 こえた人 ?す っご くいいこ
,

と言 つて くれた。
」 と繰 り返す。
」 と言 うと,児 童 Dが 「リサイクル。
ー
授業者 は黒板 に『 リサイクル』 と赤のチ ョ クで書 き,「 みんなで読みます。 1, 2,
3」 と合図 してみんなで読 む。 しか し児童 E・ Fは 関係 のないことを言 う。授業者 は児童
E・ Fを 注意す るが,児 童 E・ Fの 態度 は変わらない。

(6)第 6局 面の記録 一リサイクルを知 る
授業者が「リサイクルってどうい うことか,分 かっているだけでいいからお話 して くれ
Jと 答 える。授業者
る ?」 と言 うと,児 童 Aは よく考 え,小 さな声で「牛乳パ ックとか。
ペーパー
ペーパー
パ
とかになるのってリサ
とかキッチン
は「じゃあ牛乳 ックが トイレット
イクル ?」 と尋ねると,児 童 Cは 「リサイクルになるね。
」 と言 う。また児童 らが日々に
い
答 えを言うので,授 業者 は「なると思う人 ?な らな と思う人 ?」 と手 を挙げるように促
す。す ると児童 E・ Fは 大 きな声で返事 をしながら手を挙げ,関 係 のない話 をする。授業

Jと 児童 E・ Fに 注意 をすると,児 童 Aも 一緒 に児童
者 は「先生何 も質問 してないよ。
E・ Fを 注意す る。
授業者 は「正解 は,今 Aが 言 って くれたように,牛 乳パ ックが別の ものに生まれ変 わっ
ているのはリサイクルって言い ます。
」 と言 う。「そしたら,先 生 ゴ ミ袋に入れてきた牛乳
パ ックやけど,こ れはゴミですか ?ゴ ミじゃないですか ?」 と質問す ると,第 2局 面で ゴ
ミだと答 えていた児童 Dが 「ゴミじゃない」
」 と答える。授業者 はパ ック回収マークのパ
ネルを示 しながら「さっき貼 ってもらったこれはね,牛 乳パ ックの回収のマークです。こ
のマ ー クがあるやつ は, きれい に洗 つて開いて リサイクルのボ ックス ,ス ーパー とかで集
めてい るところに持 って行 った ら,こ んなんにな ります よ,だ か ら持 って来 て下 さい よつ
てマー クです。だか らこのマー クついてい るやつ は持 って行 った らこんなんに生 まれ変 わ
ります。
」 と説明 し,再 度 「これは ゴ ミ ?ゴ ミじゃない ?」 と児童 に尋ね る。す ると児童

Dは 「 ゴ ミ。」 と先 ほどと異 なる答 えを言 う。この時 ,児 童 Bは「 ゴ ミじゃない と思 うよ。」
」 と言 つて,児 童 Dと 異 なる考 えを挙 げて
児童 Aは 「 トイ レッ トペーパー とか使 うのに。
ゴ
「
ミやな
い る。授業者 は 捨 てて しまった ら
,そ の通 り。で も,こ のマ ー クついてい るか
らきれい に洗 つて持 っていこ う !ゴ ミ ?Jと また尋 ねると,児 童 Cが 「 ゴ ミ違 う。 リサイ
クル。
」 と発言す る。「 Cは なんで ごみ じゃない と思 う ?」 こ授業者が聞 くと,児 童 Cは
「だって もったいない。
」 と答 える。授業者 は,牛 乳パ ックは捨 てて しまえば ゴ ミになるが
ゴ
リサイクルをすれば ミではな くなることを ここで確認す る。児童 Dは 授業者 に「回収 ボ
ックスがなかった らどうするん ?」 と尋ねたので,授 業者 はス ーパー等 にあることが多 い
と説明す ると,児 童 Dは 回収 ボ ックスがあるのを知 っているス ーパー を挙げる。児童 Aも
,

,
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知 って い るス ーパ ー を挙 げ る 。

(7)第 7局 面 の記録

一イス作 りはリサイクルだ と分か る一

授業者が 「 リサイクルって今 までやったことある ?」 と質問す ると,児 童 C・ Fが 「あ
る。
Jと 答 える。 しか し,そ の後 の言葉 は出な い。授業者 は「実 は H学 級 のみんなで リサ
イクルをしたことが一 回あ ります。
」 と言 い,無 言 で黒板 の 『イス』 の文字 を指差 した後
,

作 つたイス を提示 して 「 これ誰が作 ったの ?」 と児童 らに尋 ねる。児童 Cは 「みんな。」
と答 える。授 業者 は「みんなでイスを作 ったのって,リ サイクルやんな ?だ か らみんなも
リサイクル した ことにな ります。」 と言 う と,児 童 Cが 驚 い た顔 を して大 き く反応す る。
最後 に授業 者 は「これ も立派 なリサイクルです。
」 と言 って,児 童 らの活動 とリサイクル
つ
を結 び け よう とす る。

(8)第 8局 面 の記録

一まとめ ・おわ りのあ い さつ一

授業者 は「先生 がみんなでお勉強 したか った ところはここまでです。今 日どんな ことお
勉強 したか覚えてい るよって い う人 ,何 か教 えてほ しい な。
Jと 言 い,こ の時間の振 り返
りを促す。児童 Dが 手 を挙 げ 「問題。
Jと 言 い,リ サイクルになるか どう
J「 リサイクル。
か考 えた ことを伝 える。児童 Cは 「捨 てる前 に見 る。
」 と言 い,牛 乳 パ ツクに回収 マー ク
があるか どうかを見 ることを伝 える。授業者 は「 もしマー クがあった らどうする ?」 と児
童 Cに 追質問す ると,児 童 Cは 「ほ らない。
Jと 答 え,お うちの人 にも捨てない ようにお
い
ることを
と
に児童
Fが
願 す
授業者 話す。次
手 を挙 げて,児 童 Cと 同 じ内容 を話す。 さら
に児童 Eが 同 じ内容 を話 し始 めるが ,関 係 のない話 が長 くなる。
授業者 は「この前 みんなでイスを作 りました。今度 ハ ガキをみんなで作 りたいって思 う
んよ。
Jと 言 って次回の授業 の予定 を伝 える。児童 Cが 「ハ ガキ どうや って作 るん ?」 や
「ハ ガキ書 いて くる ?」 と授業者 に言 い,作 り方 のパ ネルをイス作 りの時 の よ うに授 業者
が準備す るのか, とい うことを尋ね てい る。児童 Aが 「ハガキ何枚作 るの ?」 と教師に尋
ねる。
日直 の児童 Dが 「 これで 5時 間目の勉強 を終 わ ります。
Jと 言 つておわ りの あ い さつ を
し,本 時 の授業 を終 える。
Ⅲ.各 授業局面 の分析
―は じめのあ い さつ 。導入 ―
児童 Gは 通常 の授業 で も席 に着 いて いないこ とが しば しばあ り,本 時 ではは じめのあい
さつ か ら着席 してい ない。 この ような時 は普段 か ら無理 に着席指導 をしない こと,本 時 の
ような授業 よ りも作業 での授業 で児童 Gの 力 を伸 ば したい とい うね らいがある こと等 の理

(1)第

1局 面 の分析

由か ら,授 業者 を含 む教師全員が ,児 童 Gに 着席 を促す ような声かけ を行 っていない。 し
か し第 2次 のイス作 りの授業 にお いて,児 童 Gは 牛乳パ ックや他 の教材 ,完 成 したイス等
に興味 を示 していた。 また この後 の局面 にお いて も,児 童 Gが 授業内容 に興味 を持 って授
業者 の所 に来る場面があ り,牛 乳パ ックや視覚的 に分か りやす い教材 を使 った本単元 に興
味 を持 っていることが分 かる。
前回までの授業 では,授 業 に見通 しが持てない ことか ら児童 Aは 気持 ちが不安定 にな り
,

授業者 の質問 を無視する等の行動 が見 られた。そのため今回は授業前 の時点 に,授 業者 は
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「今 日はゴミのお勉強す るよ。今 日は作るんじゃな くて,お 話 だけやよ。
」 と児童 らに本時
の見通 しを示 していた。そのため,児 童 Aを 含 むほとんどの児童が授業 にスムーズ に参加
でき,導 入で児童 C・ F・ Dか らす ぐに発言が出たと考 えられる。

(2)第 2局 面の分析 ‑3種 類のゴミを考 える一
本局面では,牛 乳パ ックは放つてしまえばただの要らないゴミである, とい うことを印
象付けるためのもので,牛 乳パ ックを含 む 3種 類 の ゴミをゴ ミ袋 に入れて示 している。 ゴ
ミ袋① の中身はゴ ミとなる紙類である。 ゴミ袋② はペ ットボ トル,ゴ ミ袋③ は本単元 でな
じみのある牛乳パ ックである。
」 と言 つた時点で,児 童 Dは 授業者にゴ
授業者が ゴ ミ袋を出して,「 これ全部 ゴミです。
いる
の
ミを持 ってこようとして席 を離 れて
。普段 授業では授業 に関係のない もので遊んで
いることもある児童 Dが ,授 業の意図を理解 して授業者 と同じようにゴミを用意 した こと
は,無 言で席を離れたものの,評 価すべ きことであるといえる。実 は児童 Dが 持 って きた
この ゴミは,前 回の授業で気持ちが不安定になっていた児童 Aが ちぎつてばらまいていた
」 と発
紙 くずの ゴミである。 しか し児童 Aは ,こ の時恥ずかしそうに「わあ,ゴ ミやあ。
っていた
の
Aが
い
を
の
では
して無言にな
自然に発
る。
無視
児童
して
授業者
質問
授業
言
前回
言できていることから,今 回の授業では気持ちが安定 していることが分かる。
ゴ ミ袋① (紙 類)の 話 において,普 段 の授業 で発言 の少ない児童 Fが 真 っ先 に「おか
し !」 と言 って ゴミに興味 を示 している。 このことか ら,本 物の ゴミ,ま た身近 なお菓子
の袋やテ イッシユの くずが目の前に登場 した ことが,児 童 Fの 興味 を引いていることが分
かる。このような児童 らの様子から授業に明るい雰囲気が出てお り,こ れが児童 Gの 興味
を引いていることは,児 童 Gが 前 に来てゴミをのぞいていることから感 じられる。
次に授業者 はリサイクルできる牛乳パ ックとの違いを出すため,ゴ ミ袋① をH学 級 のゴ
ミ箱に捨 てるよう指示 している。 しか しこの時,児 童 Dが せつか く持 ってきた紙 くずのゴ
ミ袋には一切触 れていない。 こちらの ゴミ袋 も一緒に捨てさせれば,生 活 に結 びついた ゴ
ミの感覚 をより児童 らに印象付けることができたと考 えられる。
ゴミ袋② (ペ ツトボ トル)の 話に移 つた時 に,今 まで机 に伏せてあまり集中できていな
かった児童 Eが 立ち上が り,授 業者 に授業に関して自分の考 えを伝えている。授業者 はそ
の場で児童 Eの 言葉 を正確 に聞きとれず,ま た授業 と関係 のない話 をすることも普段ある
ため,児 童 Eの 話 を掘 り下げていない。 しか し,ゴ ミ袋②や③ に興味 を持 った児童 Eの 発
言から授業へ と話 を広げることができれば,よ りよい授業展開になったのではないかと考
える。
ゴミ袋③ (牛 乳パ ック)も 示 し,ゴ ミ袋②③が ゴミかどうかの話 に移る。多 くの児童が
」 と言 うが,、 わざとみ
Jと 言う中で,児 童 Dだ けが捨てても「いいよ―。
捨 てては「だめ。
んなと反対 のことを言 つているようにも聞 こえる。そのため授業者 は児童 Dを 指 し確認す
ると,「 だつて家では捨 ててる。
」 と言い,児 童 Dが ゴミを普段 の生活に結 び付けて考 えら
れていることが分かる。授業者 はそれぞれの児童 の意見を評価 し,ペ ットボ トルや牛乳パ
ックはゴミか,と い う課題 を残 したままにして,そ れを後の局面へ の意識付けとしている。
,

ただこのような曖味な状況に陥 ったのは,提 示の仕方 に問題があったとも考 えられる。同
じものをゴミとして捨てる場合 と,も う一度利用する場合 の二つがあることを示す必要が
ある。
また本局面で,児 童 Bか ら「リサイクル。
」 とい う言葉が頻繁に出ている。知 っている

小学校 の特別支援学級における環境教育 の授業分析研究

141

ことを披露 したいとい う気持 ちが児童 Bか ら感 じられるが,後 にリサイクルについて話 を
する時間を設ける考 えから,授 業者 は児童 Bの この発言 に特 に触 れていない。

(3)第 3局 面の分析 ―前回のイス作 りを振 り返る一
授業者の「このパ ックを使 って,み なさんこの前何 か作 りませんでしたか ?」 とい う質
問に対 して,多 くの児童が「イス。
Jと 口々に言 ったことか ら,児 童 らが牛乳パ ックか ら
イスができた ことをしっか りと把握 していることが分かる。一方で児童 Fは 「新聞。
」と
答 えたことから,質 問の内容が児童 Fに とつて難 しかつた ことが予想できる。児童 Fに は
質問の答 えである実物 のイスを示すな ど,視 覚的 にイメージさせてから質問 したほうがよ
い。 しか し,新 聞紙 を使 ってみんなと楽 しくイスを作 った活動が しっか りと児童 Fの 中に
残 つていることは確 かである。児童 Gが 前 に来て,授 業者 の机 にある教材 の中からイス作
りの授業で使 ったパ ネルを探 してお り,児 童 Gの 中にもイス作 りの活動が しつか りと残 っ
ていることが分かる。

(4)第 4局 面の分析 ―牛乳パ ックのゆ くえを考える一
授業者 の「この牛乳パ ツクは何 からできていたか覚 えてい ますか ?」 とい う質問から
牛乳パ ック自体 について考 える活動へ と移 る。これは前回の授業でも触れた部分 なので
「木。
Jと い う答えが児童 からす ぐに出て くる。ほとんどの児童が前回の授業内容をよく覚
えていると言える。 しか し木から牛乳パ ックができるとい うのはイメージしにくいため
木から紙ができ,そ の紙が牛乳パ ックになるとい う過程 を映像や写真 を交えながら示 して
お くべ きであった。 ここで児童 Fは 関係 のないことをわざと言い,普 段にはない長時間の
机に向かっての授業に集中力が途切れ始めている。
,

,

,

パ ックがで
授業者が本 のパ ネルか ら牛乳パ ックのパ ネルヘ と矢印 を書 い て,木 か ら牛孝し
きる ことを視覚的 に示す と,児 童 Bは その図にさらに矢印 と トイ レッ トペーパ ー を書 き足
す。児童 Bは 普段 の授業 にお いて も,す ることが分か り興味 を持 てば,自 分 だ けで先 に作
業 を進めて しまうことが ある。今回 も授業 の意 図 をい ち早 く理解 し,ま た知識 をみんなに
披露 したい とい う気持ち もあっての先走 った行動 であると捉 えられる。しか しこの行動 は
普段授業中に勝手 な ことを して注意 される ことも多い児童 Bが ,授 業 をよく聞 き内容 を理
解 してい る表 れであ り,評 価 で きる部分 で もあると思 う。先 の局面 か ら見 られていた,児
,

童 Bの 知識 を披露 したい と言 う気持 ちが ここで行動 に現れた と言 えよう。 ここで児童 Gは
トイレッ トペーパーのパ ネルに興味 を示 し,前 に来る。視覚的に分か りやす い教材が児童

Gに は有効 で ある ことが改 めて確認 で きる。
授業者 は児童 Bの 行動や児童 Eの 「キ ッチ ンペーパー。
」 とい う発言 を受 けて,牛 乳 パ
ックの リサイクル商品を考 える展開に移 る。児童 Bは さらに「ハ ガキ。
」 と発言
」「イス。
し,授 業者 の意図を完全 に理解 して授 業者 が求めてい る答 えを知 っているようであ る。 こ
こでは リサイクル商品の実物 を提示すれ ば,よ り児童 の興味 を引 くことがで きると考 えら
れる。

5)第 5局 面 の分析

―牛乳パ ック回収 マー クを知 る一
先 ほどか ら児童 Eは 集中力 が途切れ,授 業者 の机 にある教材 を気 にして きちん と席 に座
ってい ない。そ んな児童 Eの 気持ちを授業 に戻すため,授 業者 は児童 Eに 新 たなパ ネル を
黒板 に貼 るように指示す る。
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授業者 は「 こんなマー ク見 たことある人 ?」 と言 って,牛 乳パ ック回収 マー クについて
考 えるよう児童 に促す。 また牛乳パ ックを児童 らに渡 してマー クを直接 自分 の 日で確認 さ
せるようにす ると,児 童 らは興味 を持 ってマ ー クを探 し始 めたことか ら,実 物 の教材 の意
義 を感 じる。授業者 の「 これは何 のマー ク ?ど うい う意味 ?」 とい う質問 に対 して,児 童

Aが 「 リサイクル。」 と授業者 にだけ聞 こえるような小 さな声で答 える。児童 Aは 授業 を
よ くしなけれ ばならない とい う思 い を普段か ら持 っているが,本 時 でこれまで長 い 間発言
」 と言 って児童 Aの 発言 を
がなかったため,授 業者 は「す っご くいい こと言 って くれた。
取 り上げる。児童 Aは うれ しそ うな様子 を見せ る。 これは前回までの授業 で見 られた児童
Aの 様子 と大 きく異 なるところである。 ここで児童全員 に対 して,授 業者 か ら「お うちで
もこのマ ー クを探 してみてね。
」 とい う よ うな言葉 があると,回 収 マー クの存在 を生 活 と
結 びつ けることがで きる。担任であれば保護者 とも連絡 を取 り,家 庭 での児童 の意識 を確
かめることがで きる。

(6)第 6局 面 の分析

― リサイクルを知 る

児童 Aは 授業者 の質問 をよく考 え,自 分 な りに答 える ことがで きる。本時では授業へ の
不安 はな くな り,普 段 の児童 Aに 見 られる授業 をよ くしよう とい う思 いが感 じられる。 ま
Jと い う言葉が ,児 童 Aの 気持 ちを和 らげた よ う
た授 業者 の「知 ってることだけで いい。
に思 う。
授業者 はこの後 ,「 じやあ牛乳 パ ックが トイ レッ トペーパー とかキ ッチ ンペーパー とか
になるのつてリサイクル ?Jと 尋 ね,リ サイクルや回1又 マークの説明 に入 るが ,児 童 E・
Fは 完全 に集中力が途切れ,他 の児童 の反応 も弱 くなっているJ犬 態 である。説明型 の授業
が続 い ていること,「 リサイクルJと い う言葉 を多用 していること,ま た授業が平板 であ
ることが原因ではないか と考 える。児童 E・ Fを 引 き込む授業 の工夫 が求め られる。
授業者 の「そ した ら,先 生 ゴ ミ袋 に入れて きた牛乳パ ックやけど,こ れは ゴ ミですか ?
ゴ ミじゃないです か ?Jと い う第 2局 面 で挙 がった課題 に対 しての質問 に,児 童 Dは 短時
間で二通 りの答 えを挙 げてい る。児童 Dに とつて何が ゴ ミであるかのイメージが定 まって
い ないこと,ま た単 に真剣 に考 えられてい ないこと も,児 童 Dの 様子 か ら分か る。児童 D
に対 しては,ゴ ミとして捨てれば牛乳パ ックが どうなるのか (燃 やされて灰 にな り無 くな
る,な ど。)を 具体的 に示す ことで ,質 問に答 えやす くな った と考 え られる。 また この時
児童 A・ Bが 児童 Dと 異 なる意見 をす ぐに挙 げた ことか ら,児 童 A・ Bが この時点 で授業
の意図をきちん と理解 してい ることが分かる。さらに後 の児童 Cの 発言か らも,児 童 Cが
リサイクルの意義 を感 じてい ることが分かる。また,児 童 Dは 回収 ボ ックスについて興味
を持 って授業者 に質問 をしてお り,回 収 ボ ックスのイメージがで きてい るとい える。

(7)第 7局 面 の分析 ―イス作 りはリサイクルだ と分 かる一
授業者 は,み んなで牛乳パ ックか らイス を作 ったこともリサイクルだ と伝 えるが,児 童
の反応 はあま りな く,一 方的であつさりとした説明になっている。 ここでは実物 のイス を
きちん と提示 し,み んなで順 に座 るなどして,牛 乳パ ックが もう一度使 えるものにな った
ことを体験 して確認す ればよか つた と考 える。そ して「これは ゴ ミかな ?」 等 の発間 を投
」 とい うよ
げかけ,「 このようにもう一度使 えるものになることをリサイクル と呼 びます。
つ
る
うに言葉 を噛み砕 いて説明す ることで, リサイクルの意味 も かみやす くな 。
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― まとめ 。おわ りの あい さつ一

授業者 は児童 らに本時の振 り返 りを促す。児童 Dは 手遊 びをしているが ,授 業 に関 して
きちん と発 言 をしてお り,最 後 まで集中力 が続 いていることは評価 で きる。 また児童 Cは
学 んだことを踏 まえて自分 の考 えを述べ ることがで きてお り,評 価 で きる。児童 E・ Fも
発言 してい るが,授 業 の内容 を理解 してではな く,児 童 Cの 真似 か らの発言だ と考 えられ
る。児童 A・ Bは す でに分か りきっている授業内容 に退屈 しているようであ り,授 業者 も
児童 A・ Bに 話 を投げかけて いない。 ここは本時 のまとめで あ るため,児 童全員 に何 らか
の発言 を求めるべ きであ つた。
次 回以降の授業 で行 うハ ガキ作 りの話 をする。児童 Cが 授業者 にい くつ かの質問 をして
い ることか ら,授 業 に興味 を持 っていることが分 かる。 また児童 Cは ,前 回のイス作 りで
使用 したような作 り方 のパ ネルの有無 を授業者 に聞 いてお り,視 覚的 に分か りやす い教材
を気 に入 っている。児童 Aは ハ ガキ作 りについて不安そ うに授業者 に質問 してい ることか
らも,授 業 の見通 しを持ちたが っていることが分 かる。
Ⅳ.局 面間の総合的質的分析
各授業局面 の分析 をふ まえ,さ らに局面間の関連 を見 なが ら;以 下 の ように総合的質的
分析 を行 い,本 授業 の諸課題 を導 き出 していった。
第一は,児 童 の実態把握 とそれに伴 う授業 の見通 しをめ ぐる課題 についてで あ る。本授
業 は第 3次 の授業 であるが ,第 1次 の授業 では見通 しが持 てないこ とか らも,日 頃 リー ダ
ー シップをとっている児童 Aの 気持 ちに不安定 さがみ られた。本授業 ではその点 もふ まえ
,

授業 の導入 で視覚的教材 を用 い,児 童 Aを 含 め児童全体 に見通 しが もてるよう授業内容 を
示す ことに した。それによつて,児 童 Aも 落ち着 いて授業 を受け ることがで きていた。 ま
た,見 通 しを示 したことで児童 A以 外 の児童 も授業 に積極的 な姿勢 を見せてお り,発 言 も
多 く見 られた。 また授業途中で授業者の予想外のアクシデン トが起 こって も,児 童 の気持
ちが授業 に戻 るような,臨 機応変な授業者 の言葉 かけや行動が ,児 童 の実態 に合わせて求
め られる。
第二 は,教 材 をめ ぐる課題 についてである。授業 が進むにつ れて,児 童 E・ Fは 集中力
が途切れていった。また,児 童 Gは 授業 の一部 にしか参加で きてい ない。この原因 として
授業内容 の変化 が乏 しく,授 業途中において も視覚的情報が少 なか ったことが考 えられる。
,

その一方で,児 童 A・ Bに とっては授業内容 を容易 い と感 じてい る様子 が見 られた。 この
点か らも,実 態 の異 なる児童全員が ,最 後 まで引 きつ けられ る授業 を展開する工夫が求め
られる。その一 つ として,写 真や映像 の使用が考 えられる。写真 を拡大 して黒板 に示 した
リテ レビ等 の視聴覚教材 を使 った りして,ク リーンセンターや大量 の ゴ ミの様子 を示す こ
とで,視 覚的情報 が増 える。 これによ り,ゴ ミの行方 のイメー ジをもちやす くな った り
リサイクルの大切 さを感 じやす くな った りす る。 また,写 真や映像 は絵 ではな く本物 の様
,

子 を目にすることがで きるため,児 童 も注 目す ることがで きると考 えられる。 さらに,牛
乳パ ックの リサイクル を行 っている企 業や団体 の紹介 を行 うな どして,ゴ ミや リサイクル
の問題が社会的な課題 であると捉 えることも有効である。授業 で学 んで い ることの意義 を
感 じ, リサイクル としての次 回のハ ガキ作 りへ の意欲 をより高 めることもで きる。ただ こ
の ような教材 を用 い るには,時 間を増や し授業構成 を変える必要 もある と考 える。
第 2局 面 では児童 らによリゴ ミのイメージを印象 づ けるために,導 入部 で本物 の ゴ ミを
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ゴ ミ袋 に入れて示す とい う ような工夫 をしている。 これは児童 の興味 を引 き,普 段授業 に
いる。 また席 を離 れ
参加 しに くい児童 Fも 大 きな声 で思 つたことを発 言す ることがで きて
ていた児童 Gも ゴ ミに興味 を持 って授業者 のそばに来 る場面があ る。 また,第 4局 面 で登
い
場 した牛乳パ ックや トイレッ トペーパー等 のパ ネル も特 に児童 Gの 興味 を引 てお り,視
ル
覚的 に分か りやす い教材 の使用 が有効 である ことが分 かる。実は授業者 はこの時 ,パ ネ
られてそれを
い
の
を
に気
取
だ けではな く本物 のリサイクル商品を用意 して たが ,授 業 進行
つ
より
き
け ることがで き
せば
引
らを
ここで
童
いた
を示
,児
本物
のを忘れて
。
児童 らに示す
パ
の
パ
マー
クを本物 牛乳 ックか ら探す
た とい える。さらに第 5局 面 では,牛 乳 ックの回収
ことがで き
活動 を取 り入れてお り,授 業 か ら離れかけていた児童 らも真剣 にマー クを探す
とし
るものを教材
ている。 この ように,児 童 らにとつて身近 な物や見てそれ とす ぐに分か
て扱 うことで ,児 童 らは意欲的に授業 に参加 で きると考える。
ゴ
また本授業 では児童 の実生活に結 びつい た学習 を意識で きる よう,本 物 の ミの教材 を
ゴ
教室 の ゴ ミ箱 に捨て るとい う活動 を組み込 んだ。児童 らは捨て られる ミに注 目で き,ゴ
ミを捨 てるよう授業者 に指名 された児童 Dも その活動 を楽 しみ,ゴ ミとい う意識 が しつか
りと児童 らに残 った と考 えられる。 しか し,児 童 Dが 授業 の内容 をよ く理解 してその場で
ゴミ
自 ら用意 した ゴ ミに授業者 はこの時 に注 目 し取 り上げてい ない。児童 Dが 持 って きた
も一緒 に ゴ ミ箱 に捨てる ようにすれ ば,よ り実生活に結びついた授業 を展開する ことがで
きたはず である。授業者がそ う しなか つた理 由 として,工 作 が好 きでい ろい ろな材料 を工
いのか
作 に使用す る児童 が多 い 中,こ の ゴ ミに見 える紙 くず を本当 に捨てて しまって もよ
のか確
判断 で きなか った とい うことが あ る。 しか し,そ れは,そ の場 で児童 らに捨てる も
にあ
童の
り
よ
とい
ちが授業者
,児
う気持
認す ればよいのであ り,授 業 を計画通 りに進め う
活動 を授業 に合 わせて取 り上げ ることがで きなか った とい える。授業 は生 きもので あ り
その場その場 の対応 が必要 である。知的障害 の あ る子 どもの授業 では,特 に授業者が用意
した ものだ けが教材 ではない。教材 にな り得 る ものは授業中にも溢 れてお り,そ れ らを最
,

のダイナ
大限 に生か してい くことが求 め られる。 ただ,こ れ らの活動で も,や は り,活 動
ヘ
ミックさに欠けてい る。教 室 で ゴ ミをばらま くよ りも,実 際に,ク リーンセンター 行 き
ついて学
大量 の ゴ ミが集積 されている さまを見 せた後 ,す ぐに一連 の授業 で リサイクルに
ばせた方 が ,は るかに知的障害あ るいは知的障害 を併せ もつ子 どもたちには しつか りと印
での手
象 づ けられ る。 ゴ ミを無駄 にだす問題や ゴ ミの分別 にもつ なげ ることがで き,家 庭
ことも可能
伝 い (ご み出 し)や 社会的活動 (地 域 でのごみ拾 い)等 社会的価値 を生み出す
ので
る
あ 。 このよう
となる。それが ,真 の喜 びを生み,そ の積 み重ねが意欲 と自信 を生む
なところまで見据 える ことによ り,と もすれ ば主体的活動 ,意 欲 的活動 に乏 しい と言 われ
,

る知的障害 あ るいは知的障害 を合 わせ もつ子 どもたちの意識 を変 えうるので あ る。 また
生活年齢が高 くなれ ば,ダ ンボール集 め,空 き缶集め とつ なげ,紙 工業 ,リ サイクル企業
の協力 の もと,作 業学習 ・職場実習 の範疇 で捉 える ことも可能 となる。
,

第三は,児 童 の評価 をめ ぐる課題 についてである。本授業 では特 に,児 童 Bの 発言や行
いの に黒板 に
動 が授業 に大 きな影響 を与 えてい る。児童Bは 第 4局 面 で授業者 の指示 がな
牛乳パ ックの リサイクルの図 を書 き足 し,さ らにリサイクル商品 として授業者 の意図 して
」 とい う言葉
いた「ハ ガキ。
」 と発言 している。 また全体 を通 して「 リサイクル。
J「 イス。
が児童Bか らよく出ている。授業者 はその都度 ,児 童Bを 積極的 に評価 した り児童Bの 行動
を大 きく取 り上げた りは してい ない。 この理 由 として,児 童Bは 普段 か ら興味 を持てば自
い
分 だけで先 に作業等 を進め て しまうことがあるので,み んなに合わせて授業 を進めて く
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ことが今 の児童Bに とつては大切 だと考 えたからである。また児童Bの テ ンポで授業が進
行す ると,内 容 についていけなくなる児童 もいる。 しか しこのような時,児 童Bに 合 わせ
て授業 のテンポを速めな くても,児 童Bの 発言や行動 をしっか りと取 り上げることはでき
るはずである。児童Bが 知 っていることをみんなの前 で発言す る機会 を作 つた り,児 童B
の示 したものをみんなで じっくり考 える機会 を設けた方が よかった。授業者の言葉主導で
授業が進んでい くよ り,児 童 らとっては同じ学級の友 だちである児童Bが 示 したもの をき
つかけに授業を進めた方が,よ り意欲的に取 り組む ことがで きる。さらにこの時,授業者
が児童Bを しっか り評価す ることで,普 段行動面 で担任に注意 されることも多い児童Bへ
の他 の児童 らの見方が変 わることも期待 できる。またそ うす ることで,児 童Bも みんなに
知 っていることを披露 したとい う思 いを実感でき,授 業 に落ち着 いて参加 した り,自 分に
自信 を持つ ことがで きたと考 えられる。
第四は,授 業者 の指導性や発間をめ ぐる課題についてである。第 2局 面 では,ゴ ミ袋に
入 つた牛乳パ ックの行方 を考える時 に「ゴミとして捨てる」 と「もう一度使えるようにす
る (リ サイクル)Jの 二通 りがあることを言葉にしてはつきり示す必要があつた。そうす
ることで答 えの曖味さを防ぎ,本 授業において大切 な課題 を意識づけることができる。ま
た第 5局 面 では,牛 乳パ ック回収マークの存在 をより生活に結びつけるために,「 お うち
でもこのマークを探 してみてね。
」 とい うような言葉 を添えるとよかった。児童 らは実物
の牛乳パ ックからマークを探す ことに興味 を持っていたため,そ の意識を家庭での生活 に
も向け られるチャンスで もあった。さらに第 6・ 7局 面では,リ サイクルの意味をつかみ
やす くす るために,「 このようにもう一度使 えるものになる ことを リサイクル と呼 びま
す。
」,「 リサイクルって もう一回使えることだよね。
」 などの分か りやすい言葉でリサイク
ルを表現す ることが求められる。言葉だけを知 っていてもその本当の意味を理解 できてい
ないことも考 えられるためである。イス作 りの活動 を取 り上げる場面では,イ ス を前にし
て「これはゴミかな ?」 等 の発間を投げかけることで,よ リリサイクルについて考 えるこ
とができたといえる。

V.修 正指導案
上述の総合的質的授業分析 をふまえ,よ りよい授業 をめざして以下のように指導案 を修
正 した。
修正点 は以下のようである。
・授業の始めに本時の学習の予定を示 し,児 童 らが見通 しを持って授業に臨めるようにす
る。
・要所 で ビデ オ視聴 を取 り入 れ ,大 量 の ゴ ミが生 活 か ら出て い る こ とや リサ イ クル の意義

を実感 できるようにする。
・ リサイクル商品を紹介す る時はリサイクル商品の実物 を用意 し,児 童 らが手にとつてそ
れを観察できるようにする。
・児童 の授業に関す る発言 はできる限 り取 り上げ,児 童全員で じっくり考 えられるように
時間を取 る。
・牛乳パ ックはゴミとして捨 てる場合 ともう一度使 えるようにする場合 の二つがあること
を示 し,曖 味な状況 にならない ようにす る。
。牛乳パ ックについて説明す る時 は,木材→牛乳パ ックではなく,木 材→紙→牛乳パ ック
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の過程 で示す。
・ イス作 りの活動 の振 り返 りを授業 の最後 にし,こ こまでで学 んだ内容 と結 び付 けられ る
ように発間 を工夫す る。
≪修正指導案 ≫
活動 の流れ

児童 の活動 (*指 導上 の課題 1留 意点)
A

本 時 の 見 通 しを持

B

D

C

準備物
E

G

F

○本時 に学習す る内容 を知 り,見 通 しを持つ。

*児 童 らが落 ち着 いて授業 を受 け られ るよ うに,本 時 の大 まかな内容 を伝 え
る。

3つ の ゴ ミ袋 の 中

03つ の ゴ ミ袋 の 中身

身 について考 える

ック)が ゴ ミにな るか どうかを考 える。

Lパ
(紙 類 ・ペ ッ トボ トル・牛 乎

○ 授 業 者 に 注 目す

・ゴ ミ袋 とその

る。

中身 (紙 類・ペ
ッ トボ トル・牛
乳パ ック)

*3つ の ゴ ミ袋 を順 に提示す る。
*牛 予Lパ ックは ゴ ミとして捨て る場合 とも う一度使 えるよ うにす る場 合 の二
つがあることを示す 。
○ ゴ ミにな ると思 う袋 を ゴ ミ箱 に捨 てに行 く。

ビデオを見る

○ ビデオ を見て, ゴ ミの行方 を知 る。

*ゴ ミ箱 に捨て られた ゴ ミは どうな るのか疑 間を投 げかけなが ら,ク リー ンセ

ビデオ

ンター等 の ビデオ を示 し,大 量 の ゴ ミが普段 の生活か ら出てい る ことを印象 づ
ける。
○ ビデオの感想 を発表す る。

○発表者 に注 目す
る。

牛 乳 ハ ック につ し

○牛乳 パ ックが何か らできて いるかにつ いて考 える。

て考 える

○知っていることを発表する。

○ 発 表 者 に 注 目す

*児 童の発言をみんなで考えるようにする。

る。

・リサイクルパ
ネル

*木 材→紙→牛予Lパ ックの過程 を示 し,パ ックは大切 な資源 であ ることを確認
す る。
○牛平Lパ ックは使 い終わ つた後 ど うなるのかを考 える。
○知 ってい ることを発表す る。

○発表者 に注 目す

*児 童 の発言 をみんなで考 えるよ うにす る。

る。

*回 収 され た牛乳 パ ックが リサイ クル され る過程や リサイ クル を行 つてい る
企業や団体の ビデオ を示 し,リ サイ クル は社会的な問題 だ とい う意識 を持て る

・ ビデオ

よ うにす る。
○ リサイ クル商品を手 に とつて観察す る。
・ リサイ クル商

*牛 乳パ ックの リサイ クル商 品を紹介す る。
*「 リサイ クル Jと い う言葉 を児童か ら引き出 し,「 ツサイ クル =も う一度使
えること」 を示す。

〇リサイクルについて知つていることを発表する。

*児 童 の発言をみんなで考えるようにする。

○発 表 者 に注 目す
る。

イ ス 作 りの 活 動 を

*ゴ ミに見える牛乳パ ックか らイスを作つた前回の活動を児童が思い出せ る

振 り返 る

ようする。
○イ ス作 りの時 の様子や感想 を発表す る。

品 (ト イ レ ッ ト
ペ ーパー ,ノ ー

○発 表 者 に 注 目す
る。

ト,ハ ガ キ な
ど)

・ イス
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*イ ス 作 りの活動 を評価す る。
*イ スに一 人ず つ座 り,ゴ ミになるはず の牛乳 パ ックが もう一度螢え るよ うに
な つた こ とを確認す る。

*前 回 のイス作 りも リサイ クル活動 であ り,先 ほ どの ビデオ と錯Jわ けて社会
的意義が あることを感 じられ るよ うにす る。
○ リサイ クル の大切 さを感 じる。
○ リサイ クル を身近 に感 じる。

○本時の学習を振 り返る。

*パ ネルを示 しながら,振 り返 りを促す。

結

ヨ

本授業 は単元内の一授業 であ り,単 元全体 としては,牛 乳パ ックを使 った工作 の活動 を
取 り入れる ことで,普 段机 に向かっての授業 では最後 まで集中する ことが 困難 な児童 も活
動 に参加 しやす くなった。また絵や写真 ,実 物 など視覚的 に捉 えやす い教材 を出来る限 り
使用す ることで,児 童 らの興味 を引 き,授 業 に注 目す る契機 とすることがで きた。これは
授業へ の参加意欲 にもつ ながっていった。 さらに本単元 では,集 団性 を育 むことをめざし
てペ アーでの活動 を取 り入れた。牛乳パ ックによるイス作 りや紙す きによるハ ガキ作 り等
,

の リサイクル活動 を通 して,友 だち との活動 を楽 しみ,ま た集団 における自分 の役割 を考
えられる力 を養 うことを 目標 とした。活動 中 は児童 らか らペ アー を意識 した発言や行動が
見 られ,こ れは授業者 の想像以上 の ものであ つた。
一方 で,児 童 の主体性 を引 き出すための授業展開や教材 ,発 間 の工夫 など自身の課題 も
浮 き彫 りにな った。教材 につい ては視覚的 に分か りやす い ものを出来 る限 り使用 したが
児童 らが ゴ ミの実態や リサイクルについて,は っき りとイメー ジで きる ようにするために
,

は,ビ デオ等 の映像や写真 を効果的に要所 で使用 した り, リサイクル商品 を実物で示 した
り, リサイクルセ ンターの見学 を組み込むなどの工夫 が求め られた 7)。 この授業 はあ くま
で も,環 境教育 の授業 で あ り,そ のための理解 がね らい として追 及 されなければならない。
工作 の授業 で あれ ば,別 のね らい に向けた授 業構成が求め られるのである。 また,教 師 の
指導性 について も,児 童 の意欲 を喚起するような発間が不十分 で,児 童 らが集中で きてい
ない場面 もあった。生 き生 きとした授業 を展開するためには,児 童 の意欲 を引 き出す関わ
りが必要であ り,そ れには補助の教 師 との連携 も欠かせ ない。 また,児 童 の活動時間や授
業構成 について も改善 の余地があ る。児童 の実態 を的確 に把握 し,変 化 の ない活動 は短時
間 に設定 し,児 童 らが意欲 的に取 り組 める活動 をその後す ぐに行 うことによ り,よ りよい
授業が構想 で きる。授業内容 と構成 の吟味 は,授 業 づ くりにお い て重要 なポイ ン トとな
る。
その意味 では,授 業計画 ・授業実践 ・授業分析 。再授業計画 。再授業実践 の取 り組 みを
行 い,典 型化 を進める とともに,授 業間の授業要素 の 関連 を問 う単元分析 が必要である。
今後 の課題 としたい。
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主
言

)3月 9日 に「新特別支援学校学習指導要領」が告示された。主な
と
の
改善事項 として,① 「一人一人に応 じた指導 の充実」 として,「 個別 指導計画」
に向けた
「個別の教育支援計画」 の作成が義務づ け られた こと,② 「 自立 と社会参加

1)2009年

(平 成21年

た こと,地 域
職業教育の充実」 として,高 等部の専門教科 として「福祉」が新設され
の
や産業界 と連携 した職業教育 と進路指導 の充実 を図ること,③ 交流及 び共同学習 計
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へ の対応Jと して
画的組織 的な推進 を行 うこと,④ 「障害 の重度 重複化 ,多 様化
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自立活動 の指導内容 に,「 他 の人 とのかかわ りに関す ること」 を規定す
いる。
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Learning Process forthe Ecological

Education at the Special Support Class for Children with Dlsabilities in an
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ln this study、 ve analyzed the teaching learning process for the ecological Education at the

Special Support Class for Children、 ■th Disabilities of an Elementary School in T city.´ Jter
〜

Tominaga and Higuchi had planed this program,Higuchi and the class teacher practiced. The
analysis rnethOd、 vas to understand an ilmportant phase of teaching learning process structure as

lteaching learning process phasel and to analyze the relation Of the elements of the teaching―

learning(instructional ailn,teaching cOntent and material,child(grOup),teacher(grOup),
environment)in each iteaching― learning process phasel and to analyze the relation Of the
elements between iteaching learning prOcess phasesI
The results shOvred the importance of the visualized materials use and the structure of the
observation tour to the recycling center etc.,the reinforcement of the ecolojcal education part
in ipapermakingl etc.

ヽ
Ve considered that this analysis of teaching― learning process、 vas useftll in

the rnOdel of teching leaning Of the ec010gic」 education.

Key Words:special support class,analysis of teaching learning process,ecological education

