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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 前時までの既習事項を計算練習プリントを使うことで振

り返り、本時の学習のめあてをつかむ。 

(1) 学習の想起・本時の学習内容を把握する。 

(2) 本時の学習方法の見通し・本時の学習のめあての確認を

する。 

 

 

 

・授業前から電子黒板で今日の授業の流

れを提示しておく。 

さぐる 

２ 次の説明があるまで、今日

の学習プリントを使って

自学自習をする。（支援員） 

３ 正の数・負の数の乗法のき

まりを考える。 

４ 正の数・負の数の乗法の決

まりを発表する。 

５ 正の数・負の数の乗法をま

とめる定着プリントをす

る。【シンプル】 

２ 単項式と多項式の乗法

でも分配法則を使って

計算することを知る。 

３ 既習事項の文字式の決

まりを想起しながら分

配法則を使っての計算

の仕方を発表する。 

４ 分配法則をまとめる定

着プリントをする。 

【シンプル】 

 

 

 

 

・電子黒板に提示した単項式×多項式の

板書カードを掲示する。【クリア】 

まとめる 

５・６ 活動を振り返り、本時

の学習をまとめる。 

(1) 本時の学習を振り返りシ

ートにまとめる。 

 

 

  

単元計画（全２０時間） 

つかむ 

【４時間】 

１ 温度計を利用して 符号のついた数の大小をつかむ。 

(1)正の数・負の数の意味を理解し、数の概念を広げる。 

(2)正の数・負の数を数直線に表し、大小を判断できる。 

さぐる 

【14 時間】 

２ 正の数・負の数の四則計算をする。 

(1)正の数・負の数の加法の計算ができる。 

(2)正の数・負の数の減法の計算ができる。 

(3)加減の混じった式の計算ができる。 

(4) 正の数・負の数の乗法の計算ができる。【本時】 

まとめる 

【２時間】 

３ 正の数・負の数の四則計算を習熟する。  

(1)計算法則を理解し、乗除の混じった式の計算ができる。 

(2)問題解決の場面ですすんで正負の数を活用しようとす

る。 

７年 ９年 

Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん 

○正の数、負の数の乗法の

計算に関心をもち、その

計算のきまりを考えよう

とすることができる。 

（関心・意欲・態度） 

○簡単な正の数・負の数の

乗法、除法の計算ができ

る。 

（技能） 

○分配法則を用いての単項

式と多項式の乗法に関心

を持ち、確実にできる。 

   (関心・意欲・態度) 

○単項式と多項式の乗法、

および、多項式を単項式

でわる除法の計算ができ

る。   

（技能） 

特別支援学級 数学 
単元名： 

７年 正の数・負の数の乗法 

９年 多項式の計算 

 

見通しを持って、数学の 
課題に取り組もう 

○ 理解が深まる映像提示  ○ 個別に応じた学習指導 単元の目標 

○ 正の数と負の数を用いて、身

の回りの事象を表現すること

ができる。(関心・意欲・態度) 

○ 既習の計算を基にして、正の

数と負の数の計算の仕方を見

出すことができる。 

           (思考・判断・表現) 

○ 加法と減法の混じった式を 

正の項や負の項の和として表

すことができる。    (技能) 

○ 正の数と負の数の四則計算の

仕方を理解できる。 

       (知識・理解) 

本時のねらい 

本時の展開 

 

まとめ ７年 

正の数・負の数の乗法 

同符号どうしのかけ算… ＋ 

異符号どうしのかけ算… － 

 

まとめ ９年 

単項式と多項式の乗法は 

分配法則でかっこをはずし

て計算をする。 

授業前から大型テレビに今日

の授業の流れを提示する。 

① 

A1 

パソコンに接続した大型テレ

ビを使い乗法の決まりを提示

する。 

② 

A1 

大型テレビを使いまとめを提

示する。 

③ 

A1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

  ① 「今日の授業の流れ」

を提示しておく。 A1 

◇ 大型テレビ、パワーポイント 
単元や授業の初めに、授業の進め方の

流れをパワーポイントで作成し大型テレ

ビに提示した。学習の見通しを持って取

り組めた。これにより生徒は、授業の途

中でも今何をしているのか、次は何をす

るのか確認しながら学習に取り組めた。 

 ② 計算法則の確認を

する。 A1 
◇ 大型テレビ、パワーポイント 

生徒が画面に一定時間注目するように

なったことで、他の教材を用いた机上で

の学習、及びイスでの座位の姿勢保持へ

の指導へと発展させることができた。生

徒は、集中力を持続し、「正の数・負の数

の乗法の決まり」や「多項式と単項式の

乗法」、「文字式のきまり」などを意欲的

に学んだ。分からないところがあると、

質問するなど熱心に学習に取り組んだ。 

 ③ 
問題を提示する。 

Ａ１ 
◇ 大型テレビ、パワーポイント 

視覚情報により見通しを持って活動に

取り組ませることにより、生徒の興味・

関心を高め、集中力を持続させることが

できた。また、生徒が注目しやすい位置

に画面を提示することで、何度も確認し

やすくなり、ノートまとめるのが容易に

なっていた。生徒たちは、授業時間いっ

ぱい、集中力がとぎれることなく、学習

に取り組めていた。 

 

 

 

 

 

 

○ パワーポイントで作成した教材を見せることで興味を高めることができた。 

○ 授業が始まった時に授業の流れを伝えることで、授業に落ち着いて取り組めるようになった。 

● 知識を伝えることにどうしても重点がいき、「自ら学ぶ」という主体性の育成まで至っていない。生
徒の興味・関心を高める課題で既習の内容を使って解ける課題を検討する必要がある。 

授業を振り返って 

 

TV に写された説明に注目している生徒 

PowerPoint での動きのある教材 

授業の流れを確認する 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 既習事項を復習し、本時のめあてをつかむ。 

(1) 既習事項の復習を行う。 

(2) 本時の学習方法を知り、めあてを確認する。 

(3) 水の圧力について学ぶ。 

 

さぐる 

２ 水の圧力の大きさや向きについてさぐる。 

(1) 予想を立て、実験行う。 

深さによって水の圧力が違うか。 

どの向きでも水の圧力がはたらくか。 

(2) 実験結果から考察し、発表する。 

  

まとめる 

３ 本時の学習をまとめ、確認を行う。 

(1) 演示実験を行い、理由を考える。 

(2) まとめを行う。 

(3) 水の圧力に関する身近な映像を見る。 

 

単元計画（全７時間） 

つかむ 

【１時間】 

 

１. 身の回りにあるいろいろな力があることを知り、力の特

徴をつかむ。 

(1)力のはたらきと、いろいろな力について知る。 

 

 

さぐる 

【3 時間】 

２. 力や圧力などを調べる実験を通し、その規則性をさぐる。 

(1)ばねの伸びと力の大きさについて調べる。 

(２)力を矢印で表せることを知る。 

(3)圧力について調べる。 

まとめる 

【３時間】 

３.水圧や大気圧を調べる実験を通し、圧力の向きや大きさに

関する規則性をまとめる。 

(1)水の中ではたらく圧力について調べる。【本時】  

(2)空気に重さがあることを調べる。 

(3)ふりかえり問題を解いて学んだことを確認する。 

 

 

特別支援学級 理科 
単元名：  

７年 力と圧力 
予想や観察の結果から、 
自分の考えを説明しよう 

○ 興味を高め理解を深める提示 ○ 確認できるタブレットＰＣ 単元の目標 

○ 力のはたらきを調べる観察、実

験について興味関心をもって

取り組める。 

（関心・意欲・態度） 

○ 力のはたらきを調べる観察、実

験を通して、力の大きさが変化

する理由を考えることができ

る。     （思考・判断・表現） 

○ 力のはたらきについて基本的

な技能を習得し、その結果を的

確に表現できる。     （技能） 

○ 力のはたらきついて特徴や理

由を説明できる。（知識・理解） 

・水圧を調べる実験を通して、水圧がはたらいている様子に気づくことができる。（A グループ） 

・水圧を調べる実験を通して、水圧の大きさが変化する理由を考えることができる。（Bグループ） 

・水圧を調べる実験を通して、水圧の大きさが変化する理由を説明することができる。（C グループ） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

タブレットＰＣで確認問題を

解く。 
③ 

B3 

テレビ映像を見て、力のはた

らきの復習を行う。 
① 

A1 

テレビ映像を見て、水の

圧力の復習を行う。 
② 
A1 

 
Ｃ1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 映像を見て、力のはたら

きの復習を行う。 A１ 

◇ 大型テレビ 
身の回りにある力のはたらきや種類に

ついてより理解を深めるため、テレビで

動画を見せた。 

迫力ある映像から、生徒たちは力のは

たらきについてより興味を持つことがで

きた。 

 ② 映像を見て、水の圧力の

復習を行う。 Ａ１ 
◇ 大型テレビ 

実験では、ある程度の深さの水の圧力

しか測れないため、より深いところでの

水の圧力のすごさを、動画を通じて知る

ことができ、理解を深めることができた。 

 ③ 
確認問題を解く。 

B３ 
◇ タブレット PC 

 力のはたらきについて、今まで学んだ

ことをタブレットＰＣで学習できる練習

問題で復習を行なった。 

問題のレベルを自分で選びながら、自

分ができるまで何度も繰り返し問題に取

り組み、確認していくことができた。 

 

 

 

 

 

 

○ 迫力のある映像や深いところでの水圧映像を通して理解を深めることができた。 
○ タブレットＰＣを活用することで、個人で単元の復習を行う際に自分のペースで何度でも繰り

返し取り組むことができた。 
● タブレットＰＣをドリルで使ったが、カメラ機能や表現機能などより効果的な使いかたを探っ

ていく必要がある。 

授業を振り返って 

 

映像を通して力のはたらきや種類を復習する。 

映像を通して深いところでの水圧を確認する。 

タブレットＰＣで練習問題を解いている生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

1 ウォーミングアップとして音読計算をする。（ペア

活動） 

2 前時までの既習事項を学習プリントを使うことで

振り返り、本時の学習のめあてをつかむ。 

(1)学習の想起・本時の学習内容を把握する。 

 

 

 

 

・大型テレビを使い問題提示する。 

さぐる 

【Ａグループ】 

(2)本時の学習方法の見

通し・本時の学習の

めあてを確認する。 

3 わからない数を□と

して、関係を表す式 

□＋６を導く。 

4 全体の数を知らせ、 

□の数を考える。 

5 実物を使って確認す

る。 

6 練習問題を解く。 

【Ｂグループ】 

3 次の指示があるまで、今

日の学習プリントを使

って復習をする。 

4 移項の意味を理解し、移

項を使って方程式を解

くことができる。 

（Ｂグループ） 

5 練習問題を解く。 

 

 

 

 

 

・大型テレビに提示した方程式の

板書カードを掲示する。 

 

 

・解法の手助けになるヒントカー

ドを用意しておく。 

まとめる 

7・6 活動を振り返り、本時の学習をまとめる。 

(1)本時の学習をふりかえりプリントにまとめる。 

 

 

単元計画（全 15 時間） 

つかむ 

【５時間】 

１. 方程式の意味をつかむ。 

(1)方程式・方程式の解・方程式を解くことの意味につい

て理解する。 

(2)等式の性質を理解する。 

(3)移項の意味を理解する。 

さぐる 

【６時間】 

２. 移項して方程式を解くことを学習する。               

(1) 移項を使って方程式を簡単に解くことを理解する。 

(2) いろいろな方程式の解き方について理解する。 

(3) いろいろな方程式を工夫して解くことを考える。 

【本時】 

まとめる 

【４時間】 

３. 方程式を利用して、問題を解決する。 

(1) 方程式を使って問題を解く手順をまとめる。 

(2) まとめ・振り返りの問題を練習する。 

特別支援学級 数学 

単元名：方程式 

かくれた数をみつけよう 

 

見通しを持って、 

方程式を解こう 

○ 関心が高まり意欲的に取り組める映像の提示 単元の目標 

○ 方程式を用いて性質や関係を

見い出し数学的に考えること

のよさに関心を持つ。 

（関心・意欲・態度） 

○ 方程式についての基礎的な知

識の習得や活用を通して数学

的な見方や考え方を身につけ

る。   （思考・判断・表現） 

○ 事象を一次方程式に表し、これ

を解くことができる。 （技能） 

○ 一次方程式及びその解の意味

や等式の性質や文字を用いる

意義を理解できる。 

（知識・理解） 

 

・数量の関係を絵図にあらわすことができる。（思考・判断・表現） 

・移項の意味を理解し、移項の考えを用いて方程式を解くことができる。（技能） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

特別支援学級 数学 
単元名：全学年 方程式 

かくれた数をみつけよう 

 

授業前から大型テレビで

今日の授業の流れを提示

する。 

パソコンに接続した大型

テレビを使い問題提示す

る。 
② 
② 
Ａ1 

パソコンに接続した大型

テレビを使いまとめを提

示する。 

③ 
Ａ1 

① 
Ａ1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 授業の流れを知

る。 A1 

◇ 大型テレビ、パワーポイント 
単元や授業の初めに、授業の進め方の流

れをパワーポイントで作成しデジタルテレ

ビに提示することで学習の見通しを持たせ

た。生徒それぞれが、本時の自分の学習内

容を把握し、１時間の流れを①～④にわけ

て考えることで、安定した気持で取り組め

ていた。 

 ② □の数字について

考える。 A1 
◇ 大型テレビ、パワーポイント 

画面に一定時間注目するようになったこ

とで、他の教材を用いた机上での学習及び

イスでの座位の姿勢保持への指導へと発展

させることができた。わからない数を□と

して、関係を表す式 □＋６を導くことか

ら、移項に考えを進めて、学習のめあてに

たちかえって学習に取り組んでいた。また、

電子黒板に書き込みながら、方程式の計算

方法に関して気づいたことを説明すること

ができていた。 

 ③ 移項ができることの

確認し活用する。 A1 
◇ 大型テレビ、パワーポイント 

移項について、そのきまりを視覚的に理

解できるよう、パワーポイントで動きのあ

る教材を作り、大型テレビで提示した。生

徒は、興味をもち、集中して画面を見て、

理解を深めた。 

また、学習内容の定着のため、重要な事

項をホワイトボードに構造的に書き、生徒

がノートを使って復習できるように配慮し

た。 

 

 

 

 

 

 

○ パワーポイントで作成した教材を見せることで興味を高めることができた。 

○ 画面に映し出された内容をホワイトボードに構造化しておくことで、板書と同じようにノートを取

ることの、取りやすさの面でも有効な支援になった。 

● 知識を伝えることが多く、「自ら学ぶ」という主体性の育成まではできなかった。さらに、生徒の

実態把握と教材研究を行う必要がある。 

 

授業を振り返って 

 

電子黒板に書き込みながら説明している生徒 

PowerPoint での動きのある教材を見る 

授業の流れを確認する 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 既習事項を復習し、本時のめあてをつかむ。 

(1) 既習事項の復習を行う。 

(2) 本時の学習方法を知り、めあてを確認する。 

(3) 光合成が行われている場所を予想する。 

 

さぐる 

２ 植物の細胞を観察し、ヨウ素反応から光合成が行

われている場所をさぐる。 

(1) 実験方法を確認する。 

(2) 実験結果をスケッチし、考察する。 

(3) スケッチや考察を、電子黒板に映しだし発表す

る。 

  

まとめる 

３ 本時の学習をまとめ、次時の予告を聞く。 

(1) 植物が呼吸しているか調べる。 

(2) まとめを行う。 

(3) 確認問題に取り組む。 

 

単元計画（全 8時間） 

つかむ 

【３時間】 

１. いろいろな植物の観察を通して、植物の特徴をつか

む。 

(1)いろいろな花のつくりを調べる。 

(2)花のつくり理解し、はたらきを知る。 

(3)裸子植物の花のつくりを調べる。 

さぐる 

【３時間】 

２. 植物のはたらきや観察記録に基づき、基本的な特徴を

さぐる。 

(1)光合成はどこで行われているか調べよう【本時】 

(2)葉のつくりをスケッチし観察する。 

(3)茎のつくりを調べる。 

まとめる 

【２時間】 

３.植物のつくりとはたらきを関連づけてまとめる。 

(1)植物が呼吸していることを確かめる。  

(2)蒸散、光合成、呼吸についてまとめる。 

(3)植物の生活と種類の確認問題をする。 

特別支援学級 理科 
単元名：７年・９年 

植物の生活と種類 
予想や観察の結果から、 
自分の考えを説明しよう 

○ 観察しやすい画像提示  ○ 生徒が電子黒板で表現 単元の目標 

○ いろいろな植物に興味をもち、植

物のはたらきやつくりについて意

欲的に観察しようとしている。 

      （関心・意欲・態度） 

○ 植物に関するつくりや、はたらき

を、観察・実験から、考察するこ

とができる。 

        （思考・判断・表現） 

○ 植物に関する観察・実験の基本的

な技能を習得し、その結果を的確

に表現できる。      （技能） 

○ 植物に関するつくりやはたらき、

種類について特徴や理由を説明で

きる。 

           （知識・理解） 

 

・光合成がおこなわれている場所について、みんなと一緒に探究することができる。（A さん） 

・光合成について関心をもち、ヨウ素液に染めたオオカナダモの葉をスケッチすることができる。（B さん） 

・光合成が行われている場所の予想をたて、実験結果から考察し理由を説明することができる。（C さん） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

顕微鏡の画像をテレビに

写しスケッチする。 
② 
A1 

 
Ｃ1 

タブレットで確認問題を

解く。 
③ 
B3 

 
Ｃ1 

実物投影機を使い、電子

黒板に写し発表する。 
① 
C1 

 
Ｃ1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① スケッチしたもの

を発表する。 C1 

◇ 電子黒板、実物投影機 
ヨウ素液に染めたオオカナダモの葉の

スケッチしたものを実物投影機で電子黒

板に写しながら、気づいたことを発表さ

せた。 

各自が書いたスケッチや気づいたこと

を共有することで、葉の特徴について理

解が深まった。 

 ② 顕微鏡の画像をテレビ

に写しスケッチする。 A1 
◇ 電子黒板 

双子葉類と単子葉類の茎の断面を顕微

鏡からテレビにつなぎ映し出した。 

顕微鏡を見ながらスケッチを行うので

はなく、大きくテレビに映し出したので、

生徒たちは気を散らさず、集中してスケ

ッチに取り組むことができた。 

 ③ 
確認問題を解く。 

B3 
◇ タブレット PC 

 植物の生活と種類について、今まで学

んだことをタブレットで学習できる練習

問題で復習を行なった。 

問題のレベルを自分で選びながら、自

分ができるまで何度も繰り返し問題に取

り組み、確認していくことができた。 

 

 

 

 

 

○ 電子黒板を使うことで、全員が大事なところを見て確認することができた。 
○ 個人でも単元の復習をするとき、自分のペースで何度でも繰り返し取り組めた。 
● タブレットＰＣを練習問題で使ったが他の効果的な機能を使う方法を探る必要がある。 

授業を振り返って 

 

顕微鏡の画像を観察しスケッチしている生徒 

自分が書いたスケッチを見せながら発表する生徒 

タブレットを使って練習問題を解いている生徒 


