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は じ め に

校 長 五十嵐 昌司

この冬、本校ではそれぞれの学部で季節の遊びやお祭りに親しみました。小学部では、寒さに

負けず、中庭のスロープやスキー場で伸び伸びとスキー・そり遊びを楽しみました。中学部・高

等部は横手の小正月行事である「かまくら」や「梵天」に参加しました。中学部のかまくら作り

と観光客へのおもてなし、高等部の梵天制作、廻り梵天、コンクール・奉納への参加は、地域と

の結びつきを深める大変よい体験になりました。市民・県民の皆さんだけでなく、県外や外国か

ら来られた観光客の方々と触れ合い、ねぎらいの言葉もたくさん掛けていただきました。こうし

て児童生徒が各々の役割を果たしながら行事に関わることで、地域への愛着をもったり、自分た

ちの取組を市民・県民の方々に広く知っていただいたりすることができる機会を今後も大切にし

ていきたいと考えています。

今年度、本校では、「児童生徒が『今』やることが分かり、夢中になって活動する姿を目指し

た授業づくりⅡ～キャリア教育の視点を取り入れて～」を研究主題に、全校研究に取り組んでき

ました。昨年度の研究を引き継ぐ形で、本校の授業改善ツールである「横養スタンダード」を活

用した授業づくりを継続しながら、児童生徒の社会参加と自立に向け、キャリア教育の視点を取

り入れて指導内容や環境設定の見直しを図り、各学部の指導の一貫性を高めることを探求してま

いりました。また、よりよい授業づくりを行うために「授業改善の日常化」をめざし、小学部の

全学級と、中学部・高等部の10の作業班が、６月から12月にかけて22回のミニ授業研を実施しま

した。ワークショップ型の協議もすっかり定着して、率直で積極的な意見交換が校内のあちらこ

ちらでなされてきました。全校授業研究会や職員研修会には、近隣の保育所、小・中学校、高等

学校、特別支援学校の先生方が多数参加してくださいました。こうした場での意見交換や情報交

換を通して、教員同士の輪の広がりが地域の特別支援教育の推進につながれば幸いと思います。

特別支援教育は、教育課程の編成や具体的な支援の方法を含めた教育課題の不断の検証によっ

てのみ、その目標は達成できるといわれています。そうした意味で、授業づくりの探求に携わる

本校の研究実践は、根源的な課題であり、常に取り組むべき営みともいうことができます。新し

い時代の状況に対応したよりよい授業づくりを目指して、今後も日々の実践に努めたいと考えて

おりますので、ご指導ご助言くださいますようお願い申し上げます。

最後になりましたが、本校の授業改善アドバイザーとしてたくさんのご指導ご助言をいただき

ました秋田大学教育文化学部長（教授）武田篤先生をはじめ、秋田県教育庁特別支援教育課指導

主事の先生方、研修会講師をお願いした秋田大学教育文化学部教授 奥山順子先生、様々な機会

にご指導いただきました先生方、授業研究会や研修会に参加いただいた多くの先生方に深く感謝

申し上げます。
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Ⅰ 研究概要

１ 研究主題

２ 研究主題設定の理由

(1) はじめに ～過年度研究の提言等から～

昨年度は、これまでの研究成果を生かし、みんな（全校）でよりよい授業づくりを行うための

授業改善を重ねることを柱として研究を推進してきた。結果として、教師の授業改善への意識の

高まりが見られたり、児童生徒が主体的に活動するための指導・支援の工夫が多く見られたりす

るようになり、よりよい授業づくりがなされるようになった。課題としては、授業改善の視点の

まとめから「単元（題材）構成の工夫」「環境設定等の工夫」が挙げられた。また、教師の授業づ

くりに対する意識として「学習の系統性がもてない不安」（指導主事計画訪問時「授業デザインチェック

リストより」）も挙げられている。研究のまとめとして、これら課題の解決を含め、さらに「チーム

横養」で、さらによりよい授業づくりを行うための努力を続けることを述べた。

(2) さらによりよい授業づくりを目指すために ～全児童生徒の自立と社会参加に向けて～

私たちは、児童生徒の自立と社会参加につながるよりよい成長を導くために、よりよい授業づ

くりを求めている。自立と社会参加に向けては主体性を育むことが重要であり、授業づくりにお

いては、児童生徒が主体的に活動する姿をいかに引き出せるかが大切となる。そのために、児童

生徒が「分かり、できる（夢中になる）」ことを目指したいと考えた。この考え方は、基本的には

昨年度と同様であるが、今年度はさらによりよい授業づくりを目指したい。昨年度より一歩すす

んだ研究推進（授業づくり）とするために、先述の課題解決を踏まえた授業づくりを行っていき

たいと考えた。

(3) 本校の実態から ～学校経営の基本構想、教育プランを踏まえて～

近年本校では障害等の重度化、多様化がすすむ傾向にある。しかし、重複するがどのような実

態であれ、全児童生徒の自立と社会参加につながるよりよい成長を導く必要があり、私たちはそ

のための実践的指導力の向上を目指さなければならない。これにつながる「系統性ある指導」「各

教科等を合わせた指導」等の充実が本校教育プランで示されている。換言すれば、よりよい授業

づくりを求めることであり、授業づくり（授業研究）を主軸とした研究推進が教育目標の具現化

に向けた取組になると考える。

(4) キャリア教育の視点を活用すること

授業づくり（研究推進）にあたっては、キャリア教育の視点を取り入れていく。具体的には先

行研究である「知的障害のある児童生徒のキャリアプランニング・マトリックス（試案）」（H23

特総研）及びその「観点解説」（以下「キャリアプランニング・マトリックス」）を活用していく。

「キャリアプランニング・マトリックス」では、各学部段階で育てたい力が体系的に示されてい

る。これを活用することにより、各単元等で育てたい力を明確にできると考える。また、「観点解

説」には、育てたい力について具体的に解説されているとともに考えられる指導内容例も示され

ており、先の課題解決を踏まえたよりよい授業づくりにつなげることができると考えた。

以上の理由から本研究主題を設定した。

児童生徒が「今」やることが分かり、

夢中になって活動する姿を目指した授業づくりⅡ

～キャリア教育の視点を取り入れて～
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３ 研究の目的

(1) 児童生徒の自立と社会参加につながる主体性を育むために、児童生徒が「『今』やることが分

かり夢中になって取り組む」ことができる授業づくりの実現を目指す。

(2) 「授業改善の日常化」「教師の授業力（授業づくりへの自信を含む）向上」を目指す。

(3) 学部間のつながり（系統性・一貫性）ある指導体制の見直しを図る（教育課程の改善へ）。

４ 研究仮説

キャリア教育の視点を活用することで、児童生徒の自立と社会参加に向け、今（年齢、発段階

に応じた）付けたい力が明確となる。このことで、授業づくりの視点が具体化され、単元構成や

環境設定の工夫（「何を」「どのように」指導するか）につながる。また、現在行う授業づくりの

根拠ともなり、教師の自信にもつながる。これらに基づく授業実践の評価・改善を重ねることで

児童生徒が「今」やることが分かり、夢中になって活動する姿を引き出すことができるであろう。

５ 研究の内容・方法

(1) 研究の年次計画

①１年次

○キャリア教育の視点を取り入れた授業づくり

・「キャリアプランニング・マトリッックス」を活用した授業づくり

○キャリア教育に関する研修（キャリア教育の基礎的知識等の共通理解）

②２年次

○１年次の研究結果を踏まえた、学部間のつながりある授業づくりの実践

○１年次の研究結果を踏まえた、キャリア教育の視点を取り入れた授業づくり

・個別の指導計画との連動性

・保護者との連携（日常生活への般化）

・教育活動全般への反映

(2) 今年度の内容・方法

①キャリア教育の視点を取り入れた授業づくりの授業研究を各学部で行う。

「キャリアプランニング・マトリッックス」を活用し、キャリア発達段階との関連を学習指

導案へ反映させ、授業実践を行う。

②授業研究をすすめる上で必要な研修会を行う。

(3) 今年度の研究のすすめ方

①授業研究（小学部：遊びの指導 中学部：作業学習 高等部：作業学習で実践する）

○全校授業研究会・学部授業研究会

・授業構想会（年間指導計画検討会、単元構想会、指導案検討会）→研究授業・授業研究会

→研究授業・授業研究会→改善授業→単元の評価

・ワークショップ型協議＋全体協議

○ミニ授業研究会

・ＴＴでの授業構想会（単元構想図・略案作成）→授業①・授業研究会（改善ミーティング）

→授業②（改善授業）・授業研究会（改善ミーティング）→単元の評価

・指導助言者＋授業者＋参観者による７～８名での改善ミーティング

②研修会

・児童生徒理解及びキャリア教育に関する内容（全校研修）

・授業づくりに関する内容（学部研修）
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６ 研究組織

７ 研究計画

月 全校研究・研修会 学部研究・研修会 全校授業研究会

４ 17 日 全校研究会①

30 日 全校研究会②

（研究概要の共通理解）

５ 29 日 全校研究会③

（学部研究概要の共通理解）

16 日 学部研究会①

６ 6 日 全校研修会① 26 日 学部研修会

（中学部・高等部合同）

７ 30 日 全校研修会②

８ 6 日 学部研究会②

９ 12 日 学部研修会（小学部） 25 日 全校授業研究会①

（中学部）

10 16 日 学部研究会③

11 20 日 全校授業研究会②

（高等部）

12 17 日 学部研究会④ 12 日 全校授業研究会③

（小学部）

１ 9 日 全校研修会③ 30 日 学部研究会⑤

２ 17 日 全校研究会④

全校研修会③

（研究のまとめ）

３ 11 日 全校研究会⑤

（次年度に向けて）

研究部

四部会（※１） 他分掌部等との連携

全校研究会

授業研究 研 修

・全校授業研究会 ・全校研修会

・学部授業研究会 ・学部研修会

・ミニ授業研究会

訪問教育事例研究 県南３校連携協議会（※２）

※１ 管理職、各学部主事で、教育計画等を協議する会（週１回開催）。

ここで、研究推進等の方向性（原案）を協議する。

※２ 大曲養護学校（教育専門監・研究主任）、稲川養護学校（研究主任）、

本校（教育専門監・研究主任）で、研究推進上の連携を協議する会。

これを基に授業研究会の相互参加を行う。
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８ 取組の実際

(1) 授業研究

①全校・学部授業研究会の実施

各学部教職員全員が授業づくりに関わり、学部授業研究会（事前授業研究会）の実施を経て

授業提示をした。授業研究会では、付せん紙法によるグループ協議を行い、これを基に全体協

議で改善の方向性を集約していった。授業者は、これら協議の内容を参考に改善授業を行った。

授業づくりにあたっては、授業の構想段階で「キャリアプランニング・マトリクス」を活用し、

キャリア発達との関連を明確にし、学習指導案へ反映させた。

※授業の実際については、巻末資料「全校授業研究会学習指導案」を参照

ア 小学部 遊びの指導（学部合同「なかよし遊び」）

・題材名：「ふわふわランドであそぼう」

・授業とキャリア教育との関連：「自己選択（意思決定能力）」

「やりがい（将来設計能力）」

「人との関わり（人間関係形成能力）」

「社会資源の活用とマナー（情報活用能力）」

・全体協議：「授業参観を通して感じたこと～中学部・高等部へどうつながるか～」

・改善視点：「存分に遊べる時間の確保」「関わりにつながる遊びの工夫」「順番を守る場

面の設定」

イ 中学部 手工芸班作業学習

・単元名：「メモ帳・アクセサリーを作って横養祭で販売しよう」

・授業とキャリア教育との関連：「役割の理解と働くことの意義（情報活用能力）」

「目標設定（意思決定能力）」

「意思表現、場に応じた言動（人間関係形成能力）」

「生きがい・やりがい（将来設計能力）」

「自己理解（人間関係形成能力）」

・全体協議：「児童生徒が目標の達成を意識して取り組むための工夫について」

・改善視点：「報告等の態度面のステップアップを図るための工夫」「作業内容や目標の提

示の工夫」

ウ 高等部 陶芸班作業学習

・単元名：「製品（さんま皿、小判皿、小鉢、スープ皿、葉っぱ皿、もみじ皿）を作ろう」

～よねやハッピータウンでの販売会に向けて～

・授業とキャリア教育との関連：「役割の理解と働くことの意義（情報活用能力）」

「生きがい・やりがい（将来設計能力）」

「意思表現、場に応じた言動（人間関係形成能力）」

「自己選択（意思決定能力）」

・全体協議：「重複障害等のある生徒の活動内容の工夫について」

・改善視点：「実態に応じた作業日誌の工夫」「作業工程の見直し（工程を増やす）」「作

業姿勢の見直し（車椅子から降りての作業）」
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②ミニ研究会の実施

年間を通して、全学級等（小学部：４学級、中学部：２作業班、高等部：７作業班）が原

則として同一単元（題材）の中で２回の授業研究会を行った。１回目の授業研究会で改善の

視点を明確にし、２回目の授業づくりへ生かした。全校授業研究会同様に「キャリアプラン

ニング・マトリックス」を活用し、単元（題材）構想図・学習指導案（略案）へ反映させる

ことができた。

※資料１「Ｈ２６ミニ授業研究会年間計画」資料２「小学部１・２年１組遊びの指導題材

構想図及び学習指導案（略案）」参照

③授業実践の評価

授業改善に向け、授業研究会による評価の他、授業チェックリストによる評価も併せて実

施した。授業チェックリストは、「（授業づくりの）横養スタンダード（※）」に基づき今年度

作成したものを活用した（資料３参照）。また、この授業チェックリストを一部変更し（資料

４参照）、各学級等で毎月「授業の振り返り」を行い、集計結果及び結果に基づく次月の改善

の方向性を定例職員会議で提案し授業改善の日常化を目指した。

※「横養スタンダード」については、平成２５年度本校研究紀要参照

(2) 研修

よりよい授業づくりを目指し、以下の内容の研修会を実施した。実施にあたっては、よりよ

い授業づくりに学校全体で向かっていけるよう、各分掌部と協力し行った。

①全校研修会Ⅰ 児童生徒理解に関する内容

【総論】 「よりよい指導・支援につながる児童生徒理解」 ※生徒指導部との共催

～問題行動のある児童生徒の障害特性の理解と支援の方法について～

講師：武田 篤 氏（秋田大学教育文化学部 教授）

【各論１】 「発達障害の理解」 ※地域支援部との共催

～思春期・青年期の発達課題に対応した支援の実際～

講師：小栗正幸 氏（宇部フロンティア大学 臨床教授）

【各論２】 「児童生徒理解から授業づくりへ」 ※図書情報部との共催

～ICT 機器を活用した指導・支援１・２～

講師：盲・聾学校、秋田きらり支援学校職員

本校図書情報部員

②全校研修会Ⅱ キャリア教育に関する内容 ※進路指導部との共催

「キャリア教育の視点を取り入れた授業づくり」

講師： 清水 潤 氏（特別支援教育課 指導主事）

③学部研修会

【小学部】 「遊びの指導の授業づくり」

～「遊び」の中の子どもの「学び」～

講師：奥山順子 氏（秋田大学教育文化学部 教授）

【中学部・高等部】 「作業学習の授業づくり」

～作業学習エキスパート研修会「就業に向けた作業学習の在り方」を基に～

講師：小玉智彦 氏（本校教諭）

※中学部各作業班においては、清陵高等学校の教員（技術科）を招き、木工に関わる道具

の扱い方を学んだり、秋田ふるさと村工房へ出向き、製品作りのアドバイスをいただい

たりした。高等部においては、作業内容・工程等の見直しを全教職員で行った。
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Ⅱ 研究のまとめ

１ 成果

(1) 児童生徒の変容

各学部において、研究主題につながる変容が見られた。詳細については「各学部の取組」項

に記載。

(2) 授業づくり

①「キャリアプランニング・マトリックス」の活用により、単元づくりにおける教師間の練り

合いのツールとすることができた。授業研究会提示授業においては、全て学習指導案等へ反

映させることができた。また、教師の授業づくりへの自信にもつながった（定期実施の授業

の振り返りより）

②ミニ授業研究会の積み重ねにより、改善の視点を明確にして次時等の授業実践に向かうこと

ができるようになってきた。とりわけ、単元構成や環境設定の工夫から授業改善を図ろうと

する様子が多く見られるようになった。

③「遊びの指導」「作業学習」における指導の方向性を各学部職員間で共有し、同じ視点で授業

づくりへ取り組むことができた。

④全校授業研究会においては、各学部職員による年間指導計画の見直し・単元（題材）構想の

検討・学習指導案の検討・授業改善案の検討等を行い、ミニ授業研究会においては、担任や

作業学習担当者間で同様の検討を行うことができた。チームによる授業づくりが定着しつつ

ある。

２ 課題

(1) 授業づくり

研究主題につながる児童生徒の変容が見られた。しかし、各学部の課題で「限定的な遊びにな

らないための工夫」「生徒が試行錯誤するための工夫」「目標等のステップアップ化」などが挙

げられているように、より「夢中になる姿」を求める授業改善が必要である。全校授業研究会

での指導助言でもある「児童生徒の活動に私たちがリミッターをかけない」授業づくりを実践

していきたい。

(2) 授業改善を日常化するための体制づくり

多くの授業を参観し合い、研究会を重ねることは授業改善につながる取組である一方で、行

事等との関連による計画変更が年間を通して生じるため、その参加体制づくりを工夫していく

必要がある。併せて、多忙化につながらないようなよりコンパクトな研究会の運営の工夫が必

要である。

(3) 学部間の系統性ある指導

今年度「キャリアプランニング・マトリックス」を授業づくりの共通ツールとして活用したが、

今年度は各学部単位での共通理解にとどまっているのが現状であり、今後キャリア教育の全体

計画等の作成・活用を通し、学部間の系統性ある指導体制を検討していく必要がある。

３ まとめ（次年度への提言）

(1) 日常的な授業改善の体制づくりの継続（さらなるよりよい児童生徒の変容に向けて）

授業改善の日常化に向けて、全校一律で取り組んできたミニ授業研究会であったが、先述の通

り体制づくり等の課題がある。各学部の実情も異なるため、学部独自の取組の検討も含めその

体制づくりの推進に向けたい。
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(2) 教育課程の改善と連動した授業づくり

よりよい授業づくり（研究成果）から教育課程の改善に向けることが、本研究の目的の一つで

ある。これに向かうにあたっては、研究のまとめ後の検討ではなく、教育課程の改善の方向性

等を年度当初等に示した上で、研究推進と並行してすすめていく必要があろう。関連委員会・

他分掌部との連携のもと年間を通した教育課程の改善に向けた取組について検討したい。

(3) キャリア教育の推進

児童生徒の自立と社会参加に向け、引き続き児童生徒一人一人の将来を考えた授業づくりを継

続していかなければならない。そのために、その指針として活用し始めたキャリア教育の視点

をさらに生かしつつ、研究を推進していきたい。

(4) おわりに

児童生徒の自立と社会参加につながるよりよい成長を求め、授業改善の日常化に向けた取組の

継続を全校研究会の場で共通理解した。しかし、その体制づくり等で解決すべき課題が多い現

状にあることも事実である。その一つ一つを丁寧に洗い出し、解決するための手立てを講じて

いく必要はあるが、改めて「児童生徒のよりよい成長につなげるためのよりよい授業づくり」

という大義を学校全体（チーム横養）で貫こうとする基本姿勢を共有する必要性も実感してい

る。そのために、職員間の意識の温度差を限りなく少なくしていく努力が毎年必要であろう。

ここ数年本校授業改善アドバイザーとして関わっていただいている、秋田大学：武田篤教授

が提唱してくれた横養版チームでの授業づくり「仲間と共につくる授業」を基に、「さらにチー

ム横養」で進化し続けたいものである。

文責 佐々木朋広

〈文献〉

・独立行政法人国立特別支援教育総合研究所（2011）：「特別支援教育充実のためのキャリア教育ガ

イドブック」 ジアース教育新社

・横手養護学校（2013）：秋田県立横手養護学校研究紀要第３３集

・横手養護学校（2014）：秋田県立横手養護学校研究紀要第３４集



秋田県立横手養護学校
担当：研究部

小学部 中学部 高等部

６月

７月

１ 授業提示：農耕班
単元名「野菜や花を育てよう」
提示日：①７月１０日（木） ３・４校時

予備日：７月９日（水）、１６日（水）
②１０月３日（金）３・４校時

助言者：佐々木教育専門監
参観者：小学部：村岡、井上

中学部：近、阿部隆、鈴木顕
高等部：小玉、高橋誠

１ 授業提示：エコクリーン部（紙工・農耕）
単元名「アート＆クラフト展に向けて」【紙工】

「野菜や花を育てよう」【農耕】
提示日：①７月３日（木） ３・４校時

②１１月２５日（火）３・４校時
助言者：①高橋斉教頭

②能登谷明子【紙工】
高橋斉教頭【農耕】

参観者：小学部：雲雀
中学部：藤島、青木、渡邊、浅利、

土田
高等部：藤井、工藤

９月

１ 授業提示：3年
題材名「ウォーターランドであそぼう」
提示日：①８月２９日（金）５校時

②９月４日（木）５校時
助言者：佐々木朋
参観者：小学部：金澤、越前谷、佐藤摂

中学部：阿部潤、鈴木崇
高等部：永澤

２ 授業提示：6年
題材名「おもいっきりあそぼう」
提示日：①９月11日（木）５校時

②９月２４日（水）５校時
助言者:佐々木朋
参観者:小学部：佐々木貴、井上、大野

２ 授業提示：ハンドクラフト部【縫製・レザー】
提示日：①９月９日(火）３・４校時

②１１月２７日（木）３・４校時【レザー】
１２月４日（木）３・４校時【縫製】

助言者：①高橋斉教頭
②阿部教頭【縫製】
佐々木朋広【レザー】

参観者：小学部：佐藤ま
中学部：浅利Ｔ
高等部：高井、塚本、笹山

３ 授業提示：研修部（遠山グループ）
提示日：①９月２日（火）５校時

②１１月１８日（火）５・６校時
助言者：①高橋斉教頭

Ｈ２６ ミニ授業研究会 年間計画
資料１

参観者:小学部：佐々木貴、井上、大野
中学部：梢Ｔ
高等部：小林、守屋

助言者：①高橋斉教頭
②佐々木朋広

参観者：小学部：佐藤摂
中学部：今野、大西
高等部：川崎、相澤、佐藤真

１０月

3 授業提示：4･5年
題材名「にこスマたうんで遊ぼう」
提示日：①10月3日（金）５校時

②10月10日（金）５校時
助言者：佐々木朋広Ｔ
参観者：小学部：照井、大川、田口、佐藤ま

中学部：今野
高等部：季子,藤井

２ 提示授業：木工班
単元名「横養祭で販売しよう」
提示日：①１０月 ６日（月）

②１０月１６日（木）
助言者：佐々木教育専門監
参観者：小学部：大川、佐々木貴

中学部：大庭、青木、浅利
高等部：工藤、松岡

４ 授業提示 事務局
提示日：①１０月２１日（火）３・４校時

②１１月１８日（火）３・４校時
助言者：①高橋斉教頭

②阿部潤子
参観者：小学部：岩井

中学部：柿崎、飯塚
高等部：山田、渋谷

１１月

１２月

５ 授業提示 木工班（ネイチャークリエイト部）
提示日：①１２月１６日（火）３・４校時

②１月２２日（木）３・４校時
助言者：佐々木朋広
参観者：小学部：田口、大野

中学部：
高等部：小玉、守屋

４ 授業提示：１・２年 題材名「つくってあそぼう」
提示日：①１１月２５日（火）５校時

②１２月 ４日（木）５校時
助言者：鎌田享
参観者：小学部：村岡、雲雀、岩井、菅原

中学部：藤原
高等部：高橋牧、高澤

資料１

-８-
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題材構想図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

題材名「 くらやみランドへレッツゴー！ 」 

小題材名 活動内容 主な目標 時数 

くらやみらんどで 
あそぼう① 

～いろいろなひかりで 
あそぼう～ 

○色々な光を使った遊びで遊ぶ。 
・光のトンネル ・光のお部屋 
・光るおもちゃ ・影絵遊び 

○みんなで遊ぶ。 
・ブラックライトを使用したお花紙飛ばし 
・パラシュート 

・教師の遊びを見て、色々な光を使った
遊びに興味をもったり、自分から遊ん
でみようとしたりする。 

・友達と一緒の場での活動を楽しんだり、
友達を意識したりして遊ぶ。 

２時間 

くらやみらんどで 
あそぼう② 

～すきなひかりで 
あそぼう～ 

○色々な光を使った遊びの中から、
自分の好きな遊びを選んで遊ぶ。    
・光のトンネル ・光のお部屋 
・光るおもちゃ ・影絵遊び 
・光るボール転がし ・ビー玉転がし 
・ブラックライト遊び 

○みんなで遊ぶ。 
・ブラックライトを使用したお花紙飛ばし 
・パラシュート 

・自分の好きな光遊びを選んだり、見つ
けたりして遊ぶ。 

・教師の仲介を受けながら、友達との順
番を意識したり、玩具を貸し借りした
りして遊ぶ。 

・友達の関わりを受け入れたり、友達を
意識して同じ場で遊んだりする。 

４時間 

 

 

 

 

 

 

 

児童の思い・願い 

・自分で素材に関わって素材の変化が見える遊びが 

 好き。 

・色々な感触を楽しみたい。 

・友達の声を聞いたり、同じ場で遊んだりすることは楽しい。 

・先生と一緒に遊びたい。先生に認められたい。 

・友達の遊びは気になるが、どうやって一緒に遊んだらいいの

か分からない。 

目指す児童の姿 
・自分の好きな遊びで夢中になって遊ぶ児童。 
・友達や教師を意識したり関わったりしながら遊ぶ児童。 

教師の思い・願い（育みたい力） 
・色々な遊びを経験し、感覚を存分に活用した
り、遊びの幅を広げたりしてほしい。 

・夢中になって遊んでほしい。 
・遊びを繰り返す中で、自分の好きな遊びや自
分なりの遊び方を見つけてほしい。 

・学級の友達と遊ぶ楽しさを味わったり、友達
と関わりながら遊んだりしてほしい。 

題材づくり 
 

具体的な支援 
 

遊びへの期待感を高めるために 

・授業の導入で、お話の読み聞かせを行い、

お話に出てきた電車（「おばけでんしゃ」）

に乗って、遊びの場まで移動する。 

・遊びが終了した際も、電車（「おばけでん

しゃ」）が迎えに来ることで、スムーズに

遊びを終えることができるようにする。 

友達を意識したり、友達とのやり取りを促したりするために 

・友達の遊びに気付けるような言葉掛けをする。 

・活動の最後のお花紙飛ばしとお花紙パラシュートは、全員で行うことにし、友達と一緒の場で遊

ぶ楽しさや心地よさを味わえるようにする。 

・用意する道具の数を調整することで、貸し借りの場や順番を意識する場を意図的に設定する。そ

の際、必要に応じて教師が仲立ちとなり、やり取りを覚えたり、やり取りがスムーズにいったり

するよう配慮する。 

・肢体不自由のある児童へおもちゃを届ける活動を依頼したり、一緒の遊びに誘ったりすることで、

肢体不自由のある児童と動きのある児童が関わったり一緒の場で遊んだりする場を作る。 

自分から積極的に遊んだり、 

自分の好きな遊びを見つけたりできるように 

・教師が楽しそうに遊び方を例示したり、一緒に

遊んだりする。 

・児童が興味を示しそうな遊びの道具を用意す

る。また、楽しそうに遊んでいる際は、必要に

応じて盛り上げたり一緒に遊んだりする。 

キャリア発達段階との関連 

①やりがい（将来設計能力） 

②人とのかかわり（人間関係形成能力） 

③自己選択（意思決定能力） 

小学部１・２年１組  遊びの指導「くらやみランドへレッツゴー！」 
資料２ 



 

 



小学部 １・２年１組 遊びの指導 学習指導案（略案）
日 時 平成２６年１２月４日（木）５校時 １３:１０～１３：５５ 場 所 小学部1年1組教室、小学部のびのびルーム

単元名（時数） 『くらやみランドへレッツゴー！』 （５時間目／６時間） 指 導 者
T1 金澤めぐみ、T２ 照井聖子、T３ 越前谷美緒、

T４ 大野瑞枝、T５ 佐藤まゆ子

単元目標 ・自分の好きな光遊びを見つけて遊ぶ。→やりがい（将来設計能力）、自己選択（意思決定能力）

・友達や教師を意識したり関わったりしながら遊ぶ。→人とのかかわり（人間関係形成能力） 前時から

の改善点

・光るボール遊びで使用するペットボトルの筒を長くする。

また、数を増やす。

本時の目標 ・自分の好きな光遊びで遊ぶ。→やりがい（将来設計能力）、自己選択（意思決定能力）

・友達と道具を共有したり、「貸して」と言って借りて遊んだりする。→人とのかかわり（人間関係形成能力）

時刻 学習活動 指導上の留意点
準備物や

教材

キャリア発達段階との関連
教師の気づき

主観点 他観点

13:10 １ わくわくタイム

の歌を歌う。

２ 絵本『おばけでん

しゃ』の読みきかせ

を聞く。

◆授業の始まりが分かるよう、また、授業への意欲を高めることができるよう、わくわ

くタイムの歌を教師も元気に歌う。

◆児童一人一人に絵本が見えるよう、Ｔ１は、絵本を児童の前まで持っていったり、Ｔ

２以下は児童の座る位置に配慮したりする。

◆絵本の雰囲気を盛り上げるために、Ｔ１は、繰り返しの言葉を体を揺らしながら言っ

たり、声色を変えて台詞を言ったりする。

絵本

集団参加

（人間）

意思表現

（人間）

13:20

13:40

３ おばけ電車に乗

ってくらやみラン

ドへ行く。

４ くらやみランド

で遊ぶ。

○光のトンネル

○光のお部屋

○光るおもちゃ

○光るボール転がし

○ビー玉転がし

○影絵遊び

○ブラックライト

遊び

５ お花紙ロケット、

パラシュートを体

験する。

◆遊びへの期待感を高めるために、どんぐり号におばけ電車の装飾を施し、Ｔ３が運転

手となって教室まで迎えに来る。

◆すぐに遊べるよう、どんぐり号には靴を脱いで乗るように話し、一人ずつ順番に乗り

込むよう、Ｔ３が指示する。

◆車いすの児童が、車いすから降りて遊ぶことができるよう、教室内にはセラピーマッ

トを敷いておく。

☆高・寛、小・暁、児・結が安全に色々な光を楽しめるよう、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４がそれ

ぞれ個別に支援し、一緒にコーナーを移動して遊ぶ。また、それぞれの小さなサイン

を見逃さないようにし、好きな光遊びで存分に遊べるよう支援する。

◆色々な物で遊ぶことができるよう、遊びの道具を毎回決まった場所に出しておく。ま

た、必要に応じて教師が児童を誘って一緒に遊んだり、遊び方を例示したりする。

◆光のトンネルでは、様々なスピードで光の流れを楽しむことができるよう、トンネル

内にシーツを敷き、児童がその上に寝転んで、教師が色々なスピードでシーツを引っ

張る遊びも様子を見ながら行う。

☆小・海、佐・裕、鈴・幸、畠・敬が同じおもちゃで遊び始めた時は、できるだけ児童

のやり取りを見守るようにするが、必要に応じてＴ１、Ｔ５が仲立ちとなったり、正

しいやり取りの仕方を伝えたりする。

◆みんなで行う活動の始まりが分かるよう、Ｔ１は、ＣＤを流し、「集まって」と声を掛

ける。また、落ち着いた雰囲気を作ることができるよう、ＢＧＭを流したまま遊びを

行う。

どんぐり号

セラピーマット

トンネル

ブラックライト

懐中電灯

傘

光る玩具

透明な筒

お花紙

うちわ

ボール

ビー玉

透明トレイ

パラシュート

お花紙

ＣＤ

ラジカセ

やりがい

（将来）

自己選択

（意思）

人とのかかわり

（人間）

集団参加

（人間）

13:50 ６ どんぐり号に乗

って教室に戻る。

◆学習の終わりが分かるよう、どんぐり号が迎えに来る。

◆遊びからスムーズに気持ちを切り替えることができるよう、どんぐり号に乗って１年

生の教室に帰る。
〈指導上の留意点について〉◆は、全体への支援 ☆は、個への支援。
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授業チェックリスト

授業 指導者名

評価基準 ： 4（よい） － 3（概ねよい） － 2（やや不十分） － 1（不十分）

実 践 事 項 評 価

A

授
業
の
設
計
（
デ
ザ
イ
ン
）

１ 授業構想

(1) 児童生徒の興味・関心や過去の学習経験実態を多面的に把握している（踏まえている）。

(2)児童生徒・保護者・教師の願いや思いを踏まえ（すり合わせ）、単元（題材）で育みたい力と目指

したい児童生徒の姿を具体化している。

２ 単元（題材）づくり

(1)児童生徒にとって分かりやすい流れがある。

(2)ゴール（クライマックス〈※〉）が明確である。 ※横養スタンダード P12

３ 具体的な支援方針

(1)児童生徒の意欲を持続させる工夫がある。

(2)少し難しく、挑戦したいと思える課題が設定されている。

(3)児童生徒が学習のめあてを意識できる工夫がある。

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

B

授
業
実
践

１ 基本姿勢

(1)健康・体調、安全や衛生面への配慮を十分行っている。

(2)明るく、落ち着いた雰囲気をつくっている。

(3)子どもからの反応や発信に気付き、受け止めている。

(4)子どもの気持ちや思考に寄り添い、一緒に取り組んでいる。

(5)言葉遣いや態度など、場に適した対応をしている。

２ 学習活動の工夫

(1)学習意欲を喚起し、見通しをもつことができる導入の工夫がある。

(2)十分な活動量が保障された展開の工夫がある。

(3)達成感を感じ、次時への意欲を喚起するまとめの工夫がある。

３ 学習環境

(1)視覚的に分かる工夫がある（単元〈題材〉全体の計画を示す、学習の流れや手順を示す）

(2)場の設定の工夫がある（動線の配慮 座席や道具の配置、教材・教具の活用）

４ TT の機能

(1)適正数である。

(2)役割分担が明確になっている（T1：全体把握をし T2 と連携した指導、T2～：T1 との連携し、児

童生徒の動きに応じた指導）

(3)立ち位置の工夫がある。

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

自
由
記
述

資料３
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月の授業づくりを振り返って

学級等 指導者名

評価基準 ： 4（よい） － 3（概ねよい） － 2（やや不十分） － 1（不十分）

実 践 事 項 評 価

授
業
の
設
計
（
デ
ザ
イ
ン
）

１ 授業構想

(1) 児童生徒の興味・関心や過去の学習経験実態を多面的に把握している（踏まえている）。

(2)児童生徒・保護者・教師の願いや思いを踏まえ（すり合わせ）、単元（題材）で育みたい力と目指

したい児童生徒の姿を具体化している。

２ 単元（題材）づくり

(1)児童生徒にとって分かりやすい流れがある。

(2)ゴール（クライマックス〈※〉）が明確である。 ※横養スタンダード P12

３ 具体的な支援方針

(1)児童生徒の意欲を持続させる工夫がある。

(2)少し難しく、挑戦したいと思える課題が設定されている。

(3)児童生徒が学習のめあてを意識できる工夫がある。

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

授
業
実
践

１ 基本姿勢

(1)健康・体調、安全や衛生面への配慮を十分行っている。

(2)明るく、落ち着いた雰囲気をつくっている。

(3)子どもからの反応や発信に気付き、受け止めている。

(4)子どもの気持ちや思考に寄り添い、一緒に取り組んでいる。

(5)言葉遣いや態度など、場に適した対応をしている。

２ 学習活動の工夫

(1)学習意欲を喚起し、見通しをもつことができる導入の工夫がある。

(2)十分な活動量が保障された展開の工夫がある。

(3)達成感を感じ、次時への意欲を喚起するまとめの工夫がある。

３ 学習環境

(1)視覚的に分かる工夫がある（単元〈題材〉全体の計画を示す、学習の流れや手順を示す）

(2)場の設定の工夫がある（動線の配慮 座席や道具の配置、教材・教具の活用）

４ TT の機能

(1)適正数である。

(2)役割分担が明確になっている（T1：全体把握をし T2 と連携した指導、T2～：T1 との連携し、児

童生徒の動きに応じた指導）

(3)立ち位置の工夫がある。

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

4－3－2－1

研
究
推
進

と
の
関
連

(1)「キャリアプランニング・マトリックス」を活用して、現在の授業づくりとキャリア発達のつな

がりをおさえている。

(2)自信をもって授業を行っている。

4－3－2－1

4－3－2－1

自
由
記
述

【今月の授業を振り返って】

月 日（ ）まで、各学部研究部員へご提出くださるよう、お願いします。

資料４
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Ⅰ 小学部の実践

１ 小学部の授業づくり

（１）指導形態選定の理由

・今年度、学部研究をスタートさせるにあたり、小学部の職員全員で、「小学部段階で育て

たい力」について、意見交換をした。その中で、多く出された視点は、①あらゆる活動に

向かう意欲や達成感等の「気持ち」に関すること、②要求や感情を伝えたり、教師や友達

と一緒に遊んだりできる「人との関わり」に関すること、③挨拶や自分のことを自分でや

ろうとするといった「基本的生活習慣」に関することの３点が挙げられた。

・昨年度は、１～４年生：「遊びの指導」、５、６年生：「生活単元学習」の指導形態を取り上げ、「『今』

やることが分かり、夢中になって活動する姿」を目指した授業研究を重ねた。いずれも「繰り返しの

活動の大切さ」「教師の基本姿勢を含む環境設定の工夫」が授業づくりの大切な視点であることを共

通理解した。授業研究を通し、低学年の「遊び」では、じっくり遊びこむことの大切さが確認された

一方で、高学年における「遊び」の意味づけ（週１時間の指導で何をねらうか等）を図る必要性が

課題の一つとして挙げられた。また、学部合同の遊びの指導（なかよし遊び）についても、ねらいの

明確性や学級の遊びの指導との関連性が課題として挙げられ、併せて、指導を通して児童の気持ちの

変容や児童同士の関わりの変化などが見られるものの、全員が自分の好きな遊びを見付け、存分に楽

しんで遊べているとは言い切れず、遊びの指導における授業改善の必要性が挙げられた。

・これらを踏まえ、遊びの指導を授業研究の指導形態とし、ミニ授業研究会は「学級の遊びの指導」、

全校授業研究会は「小学部合同の遊びの指導」で、授業研究を推進していくこととした。

（２）経過

全校授業

研究会

・事前授業研究会（１１月１９日）

遊びの指導（小学部合同「なかよし遊び」）

「ふわふわランドで遊ぼう」 （P14）

・第３回全校授業研究会（１２月１２日）

・改善授業（１２月１７日）

授業者：照井聖子 鈴木朋子 雲雀登喜子 大野瑞枝 金澤めぐみ、越前谷美緒

佐藤まゆ子 井上裕子 岩井小百合 田口侑以子 佐々木貴子 佐藤摂

大川浩平 村岡静香 菅原美奈子

ミニ授業

研究会

・１・２年合同「くらやみランドへレッツゴー！」

授業者：金澤めぐみ 照井聖子 越前谷美緒 大野瑞枝 佐藤まゆ子 （P16）

・３年 遊びの指導「ウォーターランドであそぼう！」

授業者：田口侑以子 井上裕子 鈴木朋子 岩井小百合 (P18)

・４・５年 遊びの指導「にこスマらんどであそぼう」

授業者：佐々木貴子 雲雀登喜子 佐藤摂 (P20)

・６年 遊びの指導「おもいきりあそぼう」～みずでっぽうパークであそぼう～

授業者：大川浩平 村岡静香 (P22)
～車掌役の教師の登場にわくわくする児童～

１・２年合同遊びの指導
「くらやみランドへレッツゴー！」より

～好きなコーナーで存分に遊ぶ児童～
小学部合同遊びの指導

「ふわふわランドで遊ぼう」より

～狭い空間で安心して遊ぶ児童～
６年遊びの指導

「おもいっきりあそぼう」
～みずでっぽうパークであそぼう～より
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２ 授業づくりの実際

題材構想図

題材名「 ふわふわランドであそぼう 」

活動内容 主な目標 時数

○風船を使ったいろいろなコーナーで遊ぶ
・すずらんトンネル ・風船プール
・ふわふわベッド ・エアポリン
・滑り台 ・風船ランド
・ぽんぽんコーナー

○みんなで一緒に遊ぶ
・とうめいパラバルーン

・風船や透明ビニルシートなどの素材のふわふわ
した感触を感じたり、風船を使った遊びに興味
をもち、自分から遊んでみようとしたりする。

・教師や友達と一緒に活動を楽しんだり、友達を
誘ったりしながら遊ぶ。

２
時間

○ふわふわランドの自分の好きなコーナーで遊ぶ

・ふわふわトンネル ・ふわふわプール
・ふわふわマット ・ふわふわベッド
・エアポリン ・ミニアスレチック
・わくわくコーナー ・風船的当て
・ふわふわテント

○みんなで一緒に遊ぶ
・ふわふわパラバルーン

・風船や透明ビニールシートなどの素材のふわふ
わした感触を感じたり、風船をふくらます、飛
ばすなどのいろいろな動きを楽しんだりしなが
ら、自分の好きなコーナーや遊び方を見付けて
遊ぶ。

・教師や友達に声を掛け合ったり、やり取りをし
たりして、一緒に仲良く遊ぶ。

・友達と道具の貸し借りをしたり、順番を守った
りして、簡単な約束を理解して遊ぶ。

５
時間

児童の思い・願い

・風船の感触を楽しみたい。

・風船をふくらましたり、飛ばしたりして遊びたい。

・先生と一緒に思い切り遊びたい。

・友達とも遊んでみたい。

・先生のまねをして遊びたい。

・風船で遊んでみたいけど、どうやって

遊んだらいいのか分からない。

目指す児童の姿
①自分の好きな遊び方を見つけたり工夫したりして存分に遊ぶ姿
②「なかよし遊び」の約束を守って、教師や友達と一緒に遊ぶ姿

教師の思い・願い（育みたい力）
・思い切り遊んでほしい。
・好きな遊びを見付けてほしい。
・友達や教師と一緒に遊ぶ楽しさを感じてほ

しい。
・みんなの約束を守って楽しく遊んでほしい。
・車椅子の児童にも、安心な気持ちで、いろ

いろな遊びを体験してほしい。

題材づくり

具体的な支援
自分の好きな遊びを見つけて遊ぶために

・児童それぞれの興味・関心や実態に合わせた遊びが展開できるように、風船の素材を生かしながら、
いろいろな遊びのコーナーを設定したり、操作しやすい遊具や道具を用意したりする。

・繰り返しの遊びの中で、児童の遊びが広がっていくように、児童の様子を見ながら、コーナーに新し
い遊具や道具を取り入れたり、配置を変えたりするなど変化を加えていく。

・児童が自分から遊びに向かっていけるように、教師がモデルとなって遊ぶ様子を見せたり、誘い掛け
たりする。

・どんな遊びのコーナーがあるのかが分かって遊びに向かっていけるように、各コーナーの写真を貼っ
た黒板を活動の場である「なかよし広場」に事前に掲示したり、各コーナーに看板を表示したりする。

友達や教師と関わりながら遊ぶために

・友達に声を掛けたり、順番を守ったりするという約束が自然の流れの中で
実践できるように、導入の場面で、なかよし遊びの約束を確認する。

・確認した約束を実践できるように、遊具、道具の数や大きさを調整したり、
待つ場面を意図的に設定したりする。また、足型など視覚的な教材を用意
する。

・教師と児童、または児童同士が関わりをもって遊ぶことができるように、
友達の動きに注目させて誘い掛けたり、仲立ちをしたりする。

キャリア発達段階との関連

①自己選択（意思決定能力）

②やりがい（将来設計能力）

③人との関わり（人間関係形成能力）

④社会資源の活用とマナー（情報活用

能力）

小学部合同 遊びの指導「ふわふわランドであそぼう」
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（１）授業概要

学部合同の遊びの指導「なかよし遊び」では、年間を通して、大型遊具の遊びをベースに、紙や風船などの素

材を加えた遊びを行っている。今回は、体育室いっぱいに大型遊具と風船を使ったいろいろなコーナーを設置した。風

船のふわふわとした感触を感じる、ふくらませる、空中に飛ばすなど個々 に好きな遊びを見つけたり、体全体を使ったダイ

ナミックな遊びを楽しんだりと、一人一人の実態に応じた多様な遊びを展開した。そして、遊びの場を共有していく中で、

友達や教師のまねをする、一緒に遊ぶ、遊具や道具の貸し借りをするなどお互いに関わる姿を引き出すことができた。また、

年間を通して「順番を守る」「声を掛ける」といった決まりや約束を児童に伝えてきたことで、その約束を理解して遊ぶ姿が

多く見られるようになってきた。これらは、「自分の好きな遊びや活動を見つけ、進んで取り組む（意思決定能力）」、「思う

存分に活動し、物事をやり遂げようとする（将来設計能力）」、「身近な決まりやマナーに気付き、それらを守って行動する（情

報活用能力）」、「教師や友達と関わり、一緒に活動する中で自分の良いところや得意なことを表現する（人間関係形成能力）」

などといったキャリア発達と関連する諸能力の育成にもつながっていくという考えの下で授業を行った。

（２）授業実践

―授業Ⅰから―

①授業者自己評価

視点 自己評価の内容

Ａ：授業構想 ・様々な実態の児童が在籍する学習集団での遊びの題材設定。○
Ａ：題材づくり ・児童が興味をもったり、時間一杯遊びに取り組めるような様々な遊びのコーナーの設

定や、新しい道具や遊具を取り入れることなどによる場面設定の改善。○

Ｂ：学習環境 ・自分で面白い遊びを見付けたり、夢中になって遊んだりするための支援や工夫。○
・児童が約束を分かって友達と道具のやり取りをしたり、関わったりしながら遊ぶため
の支援や工夫▲

※Ａ：授業の設計 Ｂ：授業実践 ○：うまくいった支援等 ▲：改善を要する支援等

②改善の視点

視点 具 体

Ａ：学習環境 ・十分な活動ができる時間を確保する。（展開の時間を１５分延長する。）
Ｂ：学習活動の工夫 ・関わることができる遊びを加えたり（教師や友達と一緒にバドミントンのようにして

遊べるようにする）、広いスペースを体育館中央に確保したりする。
Ｂ：学習活動の工夫 ・順番を守る機会を意図的に設定する。（どんぐり号の定員を４名から３名に減らし、次

に乗る人には切符を渡す。）
・アスレチックコーナーの動線をあえて設定しない。

―授業Ⅱから―

○授業者の自己評価

（３）成果と課題
①成果
・多様な児童の実態に対応する様々な遊びのコーナーを用意したことで、自分の好きな遊びを選び、夢中にな
って、存分に遊ぶことができた。

・教師や友達に誘いかけたり、道具を貸し借りしたりししながら一緒に遊ぶ姿を引き出すことができた。
②課題

・教師側で予想した遊びのみではなく、児童が自分のアイデアで遊びを工夫したり、広げていったりできる
ような環境設定、教材教具、教師側の支援について検討していく必要がある。

・児童同士が関わりながら遊べるような支援、そして、児童と同じ感覚、目線で一緒に遊べるような教師側
の関わり方についても検討が必要である。

児童が自分の好きな遊びやコーナーを見付けて存分に遊んだり、教師と一緒に遊んだりと

いう姿が見られるようになった。しかし、約束については、本当に理解して行動しているか

について課題が残った。

遊ぶ時間を確保したことで、自分の好きなコーナーで存分

に遊んだり、新しい遊びに挑戦したりする姿が増えた。また、

約束を守る場面を意図的に設定したことで、約束を意識した

児童同士の関わりが増えた。 ミニアスレチック 風船プール

文責 照井 聖子
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題材構想図

題材名「 くらやみランドへレッツゴー！ 」

小題材名 活動内容 主な目標 時数

くらやみらんどで
あそぼう①

～いろいろなひかりで
あそぼう～

○色々な光を使った遊びで遊ぶ。
・光のトンネル ・光のお部屋
・光るおもちゃ ・影絵遊び

○みんなで遊ぶ。
・ブラックライトを使用したお花紙飛ばし
・パラシュート

・教師の遊びを見て、色々な光を使った
遊びに興味をもったり、自分から遊ん
でみようとしたりする。

・友達と一緒の場での活動を楽しんだり、
友達を意識したりして遊ぶ。

２時間

くらやみらんどで
あそぼう②

～すきなひかりで
あそぼう～

○色々な光を使った遊びの中から、
自分の好きな遊びを選んで遊ぶ。
・光のトンネル ・光のお部屋
・光るおもちゃ ・影絵遊び
・光るボール転がし ・ビー玉転がし
・ブラックライト遊び

○みんなで遊ぶ。
・ブラックライトを使用したお花紙飛ばし
・パラシュート

・自分の好きな光遊びを選んだり、見つ
けたりして遊ぶ。

・教師の仲介を受けながら、友達との順
番を意識したり、玩具を貸し借りした
りして遊ぶ。

・友達の関わりを受け入れたり、友達を
意識して同じ場で遊んだりする。

４時間

児童の思い・願い

・自分で素材に関わって素材の変化が見える遊びが

好き。

・色々な感触を楽しみたい。

・友達の声を聞いたり、同じ場で遊んだりすることは楽しい。

・先生と一緒に遊びたい。先生に認められたい。

・友達の遊びは気になるが、どうやって一緒に遊んだらいいの

か分からない。

目指す児童の姿
・自分の好きな遊びで夢中になって遊ぶ児童。
・友達や教師を意識したり関わったりしながら遊ぶ児童。

教師の思い・願い（育みたい力）
・色々な遊びを経験し、感覚を存分に活用した

り、遊びの幅を広げたりしてほしい。
・夢中になって遊んでほしい。
・遊びを繰り返す中で、自分の好きな遊びや自

分なりの遊び方を見つけてほしい。
・学級の友達と遊ぶ楽しさを味わったり、友達

と関わりながら遊んだりしてほしい。

題材づくり

具体的な支援

遊びへの期待感を高めるために

・授業の導入で、お話の読み聞かせを行い、

お話に出てきた電車（「おばけでんしゃ」）

に乗って、遊びの場まで移動する。

・遊びが終了した際も、電車（「おばけでん

しゃ」）が迎えに来ることで、スムーズに

遊びを終えることができるようにする。

友達を意識したり、友達とのやり取りを促したりするために

・友達の遊びに気付けるような言葉掛けをする。

・活動の最後のお花紙飛ばしとお花紙パラシュートは、全員で行うことにし、友達と一緒の場で遊

ぶ楽しさや心地よさを味わえるようにする。

・用意する道具の数を調整することで、貸し借りの場や順番を意識する場を意図的に設定する。そ

の際、必要に応じて教師が仲立ちとなり、やり取りを覚えたり、やり取りがスムーズにいったり

するよう配慮する。

・肢体不自由のある児童へおもちゃを届ける活動を依頼したり、一緒の遊びに誘ったりすることで、

肢体不自由のある児童と動きのある児童が関わったり一緒の場で遊んだりする場を作る。

自分から積極的に遊んだり、

自分の好きな遊びを見つけたりできるように

・教師が楽しそうに遊び方を例示したり、一緒に

遊んだりする。

・児童が興味を示しそうな遊びの道具を用意す

る。また、楽しそうに遊んでいる際は、必要に

応じて盛り上げたり一緒に遊んだりする。

キャリア発達段階との関連

①やりがい（将来設計能力）

②人とのかかわり（人間関係形成能力）

③自己選択（意思決定能力）

小学部１・２年１組 遊びの指導「くらやみランドへレッツゴー！」
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（１）授業概要

遊びの指導は、感触遊びを中心に題材を設定している。今回の題材では光遊びを取り上げた。電飾のような「キ

ラキラ、ピカピカ」した光や、ブラックライトのような淡い不思議な光、光る玩具や懐中電灯のように自分で操

作できる光、と色々な種類の光を用意することで、児童が自分の好きな光を見つけたり、自分なりの遊び方を見

つけたりして、感覚を十分に活用して存分に遊ぶことができるのではないかと考えた。また、自分なりの遊びに

満足すると、次に、友達の遊びへの興味や、友達と一緒に遊びたいという気持ちが生まれるではないかと考えた。

さらに、児童が興味を持ちそうな光る玩具などの数を調整して用意することで、貸し借りなどの友達との関わり

も自然と引き出されるのではないかと考えた。これらは、「好きな遊びを選択する（意思決定能力）」「自分の好

きな遊びを見つけ、意欲的に取り組む（将来設計能力）」「友達の良いところに気付いたり、自分の良さを表現し

たりする（人間形成能力）」といったキャリア発達と関連する諸能力の育成にもつながっていくと考える。

（２）授業実践

―授業Ⅰから―

①授業者自己評価

視点 自己評価の内容

Ａ：授業構想 ・実態差の大きい児童の集団での遊びの題材設定。○

Ａ：題材づくり ・児童が興味をもちそうな教材を徐々に増やす。○

Ｂ：学習活動の工夫 ・導入で『おばけ電車』の読みきかせを行い、「おばけ電車」に乗って遊びの場所まで移

動。遊びの終了時も「おばけ電車」に乗って教室へ戻る。○

Ｂ：学習環境 ・友達の遊びへの興味、道具をやり取りする場面が見られた。○

・児童が自分で遊び始めたり、遊びを展開したりできるような支援。▲

※Ａ：授業の設計 Ｂ：授業実践 ○：うまくいった支援等 ▲：改善を要する支援等

②改善の視点

視点 具 体

Ｂ：基本姿勢 ・児童が存分に遊べるよう、教師も色々な遊び方を踏まえながら一緒に遊ぶ。

Ｂ：学習活動の工夫 ・児童に人気のあった光るボールを転がす筒を長くしたり、数を増やしたりする。

Ｂ：ＴＴの機能 ・玩具等を「貸して」「どうぞ」と言って貸し借りできるよう、支援方法を共通理解する。

―授業Ⅱから―

○授業者の自己評価

（３）成果と課題

①成果

・「おばけ電車」を活用したことで、遊びへの興味の喚起や、遊びの終わりでの気

持ちの切り替えが自然な流れで図れた。

・様々な教材を用意したことで、自分の好きな遊びを選び存分に遊ぶことがでた。

・友達の遊びへの関心や、道具を貸し借りする姿を引き出すことができた。

②課題

・今後、児童の遊びの変化を捉えながら、児童が自分で考えて遊びを作ったり、遊び方を工夫したりできるよ

うな題材、教材教具、教師の支援方法について検討していく必要がある。

・児童同士の関わりを、遊びの授業だけでなく、他の授業や学校生活の中でも引き出していけるよう、学習環

境や支援を考えていきたい。

児童が自分の好きな遊び方で存分に遊ぶ中で、友達や教師を意識しながら遊んだり、友達

の側に来て遊んだりという姿が増えてきた。おもちゃの数を調整したことで、取ったり取ら

れたりなどの関わりの場（指導の場面）が自然とうまれた。

一人で遊ぶよりも友達や教師と一緒に遊ぶ児童が増えた。

また、玩具等の貸し借りが自然にできるようになってきた。

教材を改善したことで、今まで興味をもたなかった児童も興

味を示し、存分に遊ぶことができた。

おばけ電車

光のトンネル

文責 金澤 めぐみ
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題材構想図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

題材名「ウォーターランドであそぼう！」 

小題材名 活動内容 主な目標 時数 

・ミニウォーターランドであそ
ぼう！ 

○いろいろなコーナーで遊ぼう 
・水風船、水袋 
・霧吹き・水桶・じょうろ 
・魚釣り 
・的当て 
・足湯(お湯) 

・水の素材に親しみ、それ

ぞれのコーナーやいろい

ろな遊び方で存分に遊ぶ。 

・水風船や水の入った袋な

どのコーナーを経験し、

好きな遊びを見つける。 

３時間 

・ウォーターランドであそぼう！ 

○それぞれのコーナーから自分

の好きな遊びを見つけて遊ぶ。 
・ミニプール 
・水風船 
・霧吹き、水桶、じょうろ 
・ウォーターベット、水袋 
・的当て 
・足湯(お湯) 
・ハーブ水 

・コーナーや道具を使った

遊びの中から好きな遊び

を見つける。 

・好きなコーナーを選び、

いろいろな遊び方を見つ

けて友達と一緒に遊ぶ。 

・教師や友達と関わりなが

ら遊びを楽しむ。 

３時間 

児童の思い・願い 

・「水ばしゃばしゃ」おもしろいな。 
・水風船を触ったり投げたりしたい。 
・外でも水で遊びたい。 
・友達や先生と一緒に遊びたい。 
・ゆったりじっくり遊びたい。 
・冷たい水や暖かい水も触ってみたい。 

 

目指す児童の姿 
①水の素材に親しみ、好きな遊び方で存分に遊ぶ姿。 
②コーナーの中から好きな遊びを見つけて遊ぶ姿。 
 

教師の思い・願い（育みたい力） 
・思いっきり遊んでほしい。 
・好きな遊びを見つけてほしい。 
・友達や教師と一緒に遊ぶ楽しさを感じてほしい。 
・車椅子の児童にも、安心な気持ちで、いろいろな
遊びを体験させたい。 

題材づくり 
 

具体的な支援 
 水の感触を味わい、思う存分いろいろな遊びで 

遊ぶことができるように 

・風船や袋に入った水や、霧吹き、お湯などを用意する。 

・予備の水風船を用意しておき、補充できるようにする。 

・濡れてもよいように水着で参加し、ビニールプールを

設置する。 

ゆったりと遊びを楽しみたい児童のために 
・浮き輪やセラピーマットを用意しゆっくりと活

動できるようにする。 

・教師みんなで児童に目を配り、安全に配慮する。 

キャリア発達段階との関連 

①自己選択（意思決定能力） 

②やりがい（将来設計能力） 

③人との関わり（人間関係形成能力） 

小学部３年１組  遊びの指導「ウォーターランドであそぼう！」 

わくわく感を高めるために 

・遊びの初めにわくわくタイムの歌を歌う。 

・初めに遊びのコーナーの紹介をする。 

・「ウォーターランドへレッツゴー！」と盛り上

げながら移動する。 

好きな遊びを見つけてのびのびと夢中で遊ぶことができるように 
・いくつかのコーナーに分かれた遊び場を設置する。 

・天候に合わせ、気温、水温が低い場合は温水を使うようにする。 

・自分から遊びを見つけて遊んでいるときは、児童の遊びに共感し、

見守る。 

友達の様子を見てまねたり、関わろうとしたりすることができるように 

・友達の遊び方にも目を向けることができるように、遊び方を伝えたり、遊びに誘ったりする。 

・友達との道具の貸し借りの場面をもつことができるように、道具や教具の種類や数を精選して使うよ

うにする。 
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（１）授業概要 

学級の児童は多くが体育のプール学習を楽しみ、水遊びを心待ちにしていたことから、本題材を設定した。

水は、手ですくったり、身体にかけたりことができ、濡れる感触や温度、流れる様子、落ちる音など五感を使

い多様に遊ぶことができる素材である。さらに水風船や袋、水鉄砲などの道具を使用することで、創造性ある

遊びへの発展も期待できる。これらの特性を遊びに取り入れ、思い切り遊びを楽しむ姿を引き出したいと考え

た。これらは「自分の好きな遊びや活動をもち、進んで取り組む（意思決定能力）」や「思う存分活動に取り組

む（将来設計能力）」、「友達と仲良く遊ぶ（人間関係形成能力）」などのキャリア発達に関連する諸能力の育成

にもつながると考える。 

 

（２）授業実践 

 

―授業Ⅰから― 

①授業者自己評価 

視点 自己評価の内容 

Ａ：授業構想 ・実態差の大きい児童の集団での遊びの題材設定。○ 

Ｂ：学習活動の工夫 ・終結部分で片付けをした後、集合して時間の振り返りを行う。▲ 

Ｂ：学習環境 ・導入でテーマの題字やコーナーの写真カードを提示した。○ 

・室内外に設定した活動場所が、雑然として全体が見渡せないため、児童が移動しにく

く、指導者も全体を把握できなかった。▲ 

※Ａ：授業の設計  Ｂ：授業実践  ○：うまくいった支援等  ▲：改善を要する支援等 

②改善の視点 

視点 具 体 

Ａ：授業構想 ・児童の興味・関心の高い教具だけ残す。児童が自分で移動して好きな遊びに向かう姿

を引き出すための配置の工夫。 

Ａ：題材づくり ・遊びの終わりが分かるように音楽を流し、最後に盛り上がる遊びを提示する。 

Ｂ：基本姿勢 ・温水を使うなど、水温や気温に留意する。体調を考慮し、屋内の広場を休憩スペース

として確保する。児童のために室内の広場を確保する。 

・教師は、明るく落ち着いた雰囲気をつくり、児童の自発的な遊びを尊重し、気持ちに

寄り添い一緒に遊ぶ。 

―授業Ⅱから― ○授業者の自己評価 

 

 

 

 

（３）成果と課題 

 ①成果 

  ・天候や気温を考慮し温水を使用したり、屋外に広い遊び場を設定したりしたことで、児童が生き生きと水遊

びを楽しむことができた。 

・様々な教材を用意し、コーナーの配置、動線について検討を繰り返したことで、児童が自発的に遊び場へ

向かい、友達や先生と遊ぼうとするなど、自然な関わりを引き出すことができた。 

 ②課題 

  ・児童が遊んだという充足感を感じられるような終結部分についてさらに検討が必要である。 

・創造的な遊びにつながるような、教材、素材の研究が必要である。達成感のある時間になるよう、教師側

の想像力をふくらませ、児童の興味・関心に寄り添うような遊びを考えていきたい。 

 

                                     文責  田口 侑以子 

気温が低かったため、室内と室外にコーナーを設置したところ、遊び場が

雑然としてしまい、児童が移動しづらくなってしまった。好きな遊びを楽し

めた児童もいたが、水温への配慮や、授業の流れ、場の設定にさらに改善が

必要と感じた。 

前時よりも水の素材を思う存分楽しみ、思い切り遊ぶ児

童が増えた。また、自分から興味のある遊びのコーナーや

友達の居るコーナーに移動するなど、自発的な遊びや友達

との関わりが生まれ、次回を楽しみにする姿も見られた。 
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題材構想図 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

題材名「 にこスマらんどであそぼう 」 
時数 

小題材名 活動内容 主な目標 

だんぼー
るであそ
ぼう 

・大きな段ボールの中に入って遊ぶ。 
・段ボールの積み上げをして遊ぶ。 

・教師の誘いを受けたり、友達の様子を見たりして、
段ボールの中に入って遊ぶ。 

・友達と交互に段ボールを積み上げ、崩したり、そ
の様子を見たりする。 

２ 
時間 

にこスマ
らんどを
作ろう 

・段ボール紙をちぎったり、大きな段
ボールの中に入ったりして遊ぶ。 

・菓子箱や段ボールを積み上げて遊ぶ。 
 

・段ボールの中に入って、段ボール紙をちぎって遊
んだり、雪などの見立て遊びをしたりする。 

・友達と交互に段ボールや菓子箱を積み上げて遊ぶ。 

３ 
時間 

にこスマ
らんどで
あそぼう 

・トンネル（くぐる） 
・お城（段ボールの積み上げ、崩す） 
・プチプチ電車（移動） 
・お家（入る） 
・自動販売機（入れる、取り出す） 
・にこスマ坂（転がす） 

・自分の好きなコーナーで遊ぶ。 
・友達と協力して段ボールを積み上げて遊ぶ。 

４ 
時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

児童の思い・願い 
 

 

目指す児童の姿 
① 自分から進んで遊ぼうとする児童 
② 友達や教師とかかわりながら遊ぶ児童 

教師の思い・願い（育みたい力） 
・友達となかよく遊んでもらいたいな 

・いろいろなことにチャレンジしてもらいたいな 

・遊びの幅を広げてほしいな 

・集中して取り組む力をつけてもらいたいな 

・自分から用意したり片付けたりする力をつけてもら

いたいな 

身体をたくさ
ん動かしたい
な 

 

みんなとなかよくあ

そびたいな 

 

題材づくり 
 

具体的な支援 
 

期待感を高めるために 
・導入でベルを鳴らし、にこスマ
らんどの案内人（T１）が、迎え
入れる。 

・トンネルを抜けるとにこスマら
んどであることが分かるように
する。 

 

 

一人一人が楽しみながら遊びに向か
うために 
・教師がにこスマらんどの住人のよう
に、楽しそうに演示して見せたり、
誘ったりする。 

・いくつかの遊びのコーナーを設置す
る。 

・一つの遊びだけではなく、いろいろ
な遊びにチャレンジできるような
言葉掛けをする。 

心地よく遊びを楽しむことができるように 
・児童の興味をもちそうなもの（段ボール紙やク
ッション材）を用意する。 

・遊具の準備するタイミングや場所を工夫する。 
・周りの様子を見て、自分のいたい場所を選んで
いる児童には、観察しながら見守ったり、次の
行動のきっかけを作ったりする。 

友達や教師とかかわりながら遊ぶ
ことができるように 
・段ボールの積み上げを、全員で行
う場面を設定する。 

・友達や教師と協力しないと動かな
い遊具を準備する。 

・教師が一緒にやりとりを行い、話
し方などを伝える。 

 

 

キャリア発達段階との関連 

① やりがい（将来設計能力） 

② 人とのかかわり（人間関係形成能力） 

自分の思いを分

かってほしいな 

 

 

 

 

じぶんでできる

ことをふやした

いな 

いろいろな素

材の感触を楽

しみたいな 

 

 

 

 

小学部 4・5年１組  遊びの指導「にこスマらんどであそぼう」 
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（１）授業概要 

   「にこスマらんど」は、段ボールの素材を活用した遊びである。トンネルをくぐると異次元

へ行くような感覚で思いっきり遊ぶ姿（やりがい）が見られるのではないかと考えた。らんど

の中は、お家、自動販売機、坂、お城などを置き、子どもたちの創造力を存分に発揮できるよ

うにした。教室内を電車に見立てた段ボールが通ることで、色々なコーナーへ興味・関心を促

したり、友達を誘ったりすることができる。また、段ボールを積み上げる遊びで、わざと段ボ

ールを崩して楽しんだり、協力して最後まで段ボールを積み上げたりしながら子ども同士が関

わり合いながら遊ぶことが、キャリア発達と関連する人との関わる力にもつながると考えた。 

（２）授業実践 

 －授業Ⅰから－ 

①授業者の自己評価 

 

 

 

視点 自己評価の内容 

Ａ：支援方針 ・小４・５年生が関わりながら楽しめる活動内容○ 

Ｂ：学習活動の 

工夫等 

・想像力を働かせて遊ぶことができるような展開○ 

・段ボールのお家が狭く、関わって遊ぶ姿が見られなかった▲ 

Ｂ：説明・教

示・評価等 

・段ボールの積み上げ場面が、児童にとって分かりにくかった▲ 

・授業のまとめに、次回の新しい遊びについて予告した○ 

   ※Ａ：授業の設計 Ｂ：授業実践 ○：うまくいった支援等 ▲：改善を要する支援等 

②改善の視点 

視点 具体例 

Ｂ：学習環境 お城の完成を目指して、分かりやすいように土台を用意。 

創造力をくすぐる工夫（自動販売機のボタンを付けたり、型はめパズル） 

関わりながら遊んでみたいと思えるように、段ボールの家を広くし、外

から様子が見えるようにする。 

Ｂ：基本姿勢 児童のつぶやきに気付き、受け止めるようにする。 

－授業Ⅱから－ 

○授業者の自己評価 

  

 

 

 

（３）成果と課題 

  ①児童生徒の変容 

    ・友達同士の関わりが増え、前よりも仲良く遊んだり、順番を守ったりしていた。 

   ・一人遊びが多い児童が、友達を見たり、自分から興味のある遊びを見つけたりしていた。 

②有効だった支援 

・自動販売機やお城など児童同士が関われるコーナーを設定した。 

・段ボールに色を付けず、シンプルな遊具を置いたことで、創造力がかき立てられた。 

③改善点 

・思考を促すための遊具をもっと取り入れ、児童の分かりやすい単元名にする。 

シンプルな場の設定の中で、想像力を働かせながら関わり合って遊ぶ姿がみられてよかっ

た。楽しさから興奮状態にある児童に対して、場面を適切に捉えて指導していくようにした

い。毎回新しい遊びが予告されることで、「にこスマらんど」を楽しみにして過ごしていた。 

 

 学習環境を改善したことで、自動販売機ではジュースに見立てて遊んだり、

お城を作る場面では、誰も迷うことなく段ボールを置く場所が分かってスムー

ズに遊んだりする姿が見られた。また、段ボールのお家を広くしたことで、２、

３人が一緒にお家の中に入って、関わり合いながら遊ぶ姿が見られた。  

  お家 

自動販売機 

文責  佐々木 貴子 
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題材構想図 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

題材名「おもいっきりあそぼう 」 時数

(本時) 小題材名 活動内容 主な目標 

みずでっぽう 
パークであそぼ
う 

・水鉄砲を使い、的当て
や水車などを設置し
たエリアで遊ぶ。 

・自分でやりたい遊具や道具を選んで、遊ぶ。 

・水の補充や水鉄砲の貸し借りで、教師や友達に依頼を
する。 

４時間 
(2/4) 

シャボンだま 
パークであそぼ
う 

・シャボン液を作った
り、シャボン玉の枠を
作ったりして、様々な
種類のシャボン玉を
使って遊ぶ。 

・自分で玩具や遊具を作ったり、準備したりして遊ぶ。 
・教師や友達と一緒に協力したり、やりとりをしながら
遊ぶ。 

 

４時間 

スノーパークで 
あそぼう。 

・雪上での様々な遊び
（宝探し、アイスクリ
ーム作り、色水アー
ト、的当てなど）で友
達と一緒に遊ぶ。 

・自分のやりたい遊びで遊んだり、教師の誘いを受けて
簡単なルールのある遊びに取り組む 

・教師や友達と一緒に協力したり、やり取りをしながら
遊ぶ。 

 

４時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

児童の思い・願い 

・興味のある活動で思い切り遊びたい。 

・要求や思いを伝えて、分かってほしい。 

・何か面白いものがないかな？ 

 

 

目指す児童の姿 
①自分から進んで遊びに取り組む児童 
②自分から要求や意思を伝えようとする児童 
 

教師の思い・願い（育みたい力） 
・様々な事柄に興味をもち、遊びの幅を拡げて
ほしい。 

・合同遊びでの水鉄砲遊びに夢中で取り組んで
いた。→もっと発展させたら、楽しんでくれ
るかも・・・。 

・自分の意思を分かりやすく伝えてほしい。 

題材づくり 
 

具体的な支援 
 

遊びへの意欲をたかめる 
・教師が演示してみせる。 
・カラフルで楽しげな遊び場の環 
境作りをする。 

・バラエティに富んだ遊具の開発
と準備をする。 

依頼ややり取りができるように 
・水の補充を教師が担当することで、依頼する機会を増
やす。 

・道具の数を調整し、貸し借りの機会が生まれるように
する。 

・教師が一緒にやりとりを行い、話し方などを伝える。 
 

 

遊びたいものを自分で選択できる
ために 
・児童の目に付きやすい場所に遊
具を配置するとともに、配置す
る高さなどに変化を付け、新し
い発見ができるようにする。 

・教師が一緒に遊び、それぞれの
遊具の楽しさを伝えたり、誘っ
たりする。 

キャリア発達段階との関連 

①やりがい（将来設計能力） 

②人とのかかわり（人間関係形成能力） 

小学部６年１組  遊びの指導「おもいっきりあそぼう」 
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（１）授業概要 

  本学級には聴覚過敏や集団への苦手意識などから、学部全体の合同で行う遊びの指導の中では存分に遊ぶこと

ができないという実態をもつ児童が多い。そこで、学部合同の遊びの指導で児童たちが興味を示した題材である

「水鉄砲遊び」を取り上げ、静穏な環境の中、小集団で取り組むことにより、存分に遊ぶことができるではない

かと考えた。今回の「水鉄砲遊び」では、アニメキャラクターの的倒しや水風船落とし、光を反射しながら回る

水車、水溶紙が溶けて下からイラストが現れる的など様々な種類の遊具を用意した。興味の幅が限局される児童

ではあるが、たくさんの遊びを用意することで、自分の好きな遊びを見つけたり、その遊び方を考えたりしなが

ら主体的に遊ぶ姿につながるのではないかと考えた。また、水鉄砲も様々な種類を用意することで、貸し借りが

生まれたり、水の補充を依頼したりという友達や教師との関わりもうまれるのではないかと考えた。これらの経

験を通して、「自分の好きな遊具や道具を選んで、遊ぶ（将来設計能力）（意思決定能力）」「友達とやり取りした

り、依頼をしたりする（人間関係形成能力）」といったキャリア発達と関連する諸能力の育成にもつながってい

くと考える。 

 

（２）授業実践 

―授業Ⅰから― 

① 授業者自己評価 

 

 

 

視点 自己評価の内容 

Ａ：授業構想 ・普段の生活や合同遊びの指導などで児童の興味を示したものを取り上げた。○ 

Ｂ：学習環境 ・全ての遊具が目に付くところに配置していて、選択しやすかった。○ 

・遊びの種類が少なく、途中で活動に飽きてしまった。▲ 

Ｂ：基本姿勢 ・水鉄砲の貸し借りや水の補充の依頼など教師の促しが多くなってしまった。▲ 

※Ａ：授業デザイン  Ｂ：授業実践  ○：うまくいった支援等  ▲：改善を要する支援等 

②改善の視点 

視点 具 体 

Ｂ：学習環境 ・様々な種類の遊具を用意し、目に付きやすい場所に配置する。 

・看板やイラストなどを用いて、視覚的に分かりやすく、楽しい環境を設定する。 

Ｂ：学習活動の工夫 ・途中で遊具を追加し、楽しい気持ちや意欲を持続することができるようにする。 

Ｂ：ＴＴの機能 ・水鉄砲や水を置いている場所に教師を配置しやりとりの支援が行いやすいようにする。 

―授業Ⅱから― 

○授業者の自己評価 

 

 

 

 

（３）成果と課題 

 ①成果 

  ・普段の生活の中での興味・関心から、教材を用意したことで、自分の好きな

遊びを選択し、存分に遊び、工夫して遊ぶ様子が見られた。 

  ・限定された場所に教材を設定したことで、落ち着いて活動することができた。 

 ②課題 

  ・自然なやりとりがうまれるための工夫や教師の支援を考える必要がある。 

  ・日々の生活をしっかりと観察し、児童の興味関心に根ざした単元作りを継続

していきたい。 

 ロープで場を区切り、狭い場所で活動したため、全ての遊具に目が届き、遊びたいものを

選択しやすかった。活動内容に変化が少なく、途中で飽きてしまう児童がいた。水鉄砲の貸

し借りや水の補充の依頼などの場面があまり見られなかった。 

自分で複数の遊びを選択して遊ぶ様子が見られた。こちら

で想定した遊び方以外を工夫して遊ぶ姿も見られた。他の児

童の遊びを見て、真似をして遊ぶ児童もいた。やりとりや依

頼に関してはあまり改善が見られなかった。 

ワンタッチで起き上がる的 

水習字用紙をつかった的 

文責  大川 浩平 
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３ まとめ 

(1) 成果 

  ①存分に遊ぶ姿 

ア 児童一人一人が、自分の好きな遊びを選んで遊ぶ姿 

・児童の興味・関心や実態を基に、活動内容やコーナーを設定することで、複数の選択肢か 

ら、それぞれの児童が遊びを選ぶことができた。特に、学級の遊びの指導では、普段の生 

活や小学部合同の遊びの指導の中での興味・関心がきめ細かく取り入れられた。小学部合 

同の遊びの指導においても各学級の実態を出し合いながら活動内容を考えたり、ミーティ  

ングの中で全職員が意見を出し合ったりすることで、児童が遊ぶ姿を想像しながら授業づ 

くりができるようになってきた。 

イ 児童の実態に応じた環境設定 

・学級の遊びの指導では、広い場所にコーナーを設け、児童が興味をもった場所に自由に移  

動できるような動線をつくった学級があった一方で、限定された狭い場所で好きな遊びで  

じっくりと遊んだ学級もあった。いずれも、各学級の児童の実態からスタートし、題材を  

進めていく中で、改善を重ねた結果の環境設定であった。そのため、いずれの学級でも児  

童一人一人の笑顔や安心した表情が見られた。 

ウ 題材設定の工夫 

・毎時間、児童の遊びを振り返って、教材の大きさや形を変えたり、新しい遊びを加えたり  

して、活動に変化をつけていったことで、「次は何が始まるのかな？」「今度はこの遊び 

もやってみたい」などといった児童の期待感を高めながら題材を展開することができた。 

②関わって遊ぶ姿 

・貸し借りや順番を守る必然性が生じるような場面設定をすることで、自然と集団でのルー  

ルや約束が身についてきている。また、学級の小集団であれば、意図的に興味・関心が共 

通する教材や玩具の提示を一つにするなどの工夫で、複数の児童が共有して遊ぶようにな 

った。      

(2) 課題 

①創造性・思考を促す遊び 

  ・成果でも述べたように、児童の興味を授業づくりの基盤にしたが、限定された遊び方に

なってしまうものも多かった。自由な発想ができるような教材も準備するようになって

きてはいるものの、より教材・素材研究を深め、工夫していく余地がある。 

②児童と同じ目線で遊ぶ教師の基本姿勢 

   ・上述「自由な発想ができるような教材」を準備しても、遊び方が分からず、不安になる 

児童もいた。また、約束を守るように指導や支援を工夫しても、児童の実際の行動につ 

ながらない場面もあった。教師も一緒に遊び、モデルとなることが必要である。 

③ 関わりのとらえ 

   ・貸し借りや順番を守るといったことを「関わり」ととらえ、指導や支援にあたってきた 

が、授業研究会の中で、「本来『関わり』とは、一緒に遊ぶ姿ではないか」という意見 

が多く聞かれた。また一緒に遊ぶためには、「コーナー数が多い」「活動場所が広い」 

「教材の数が多い」などといった反省も挙げられている。加えて、小学部合同という集 

団でも、学級の教師や友達と遊ぶことが多く、他学年と同じ場で遊ぶ意義があまり感じ  

られないという意見もあり、今一度、小学部合同の遊びの指導ねらいを見直し、全職員 

で共通理解する必要を感じる。 

                                                                 文責  鈴木 朋子 
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Ⅱ 中学部の実践 

 

１ 中学部の授業づくり 

（１）指導形態選定の理由 

・今年度の研究では、まず学部職員に中学部段階で育てたい力について、キャリアプランニン

グ・マトリックスに基づいたアンケートを実施した。その結果を総合すると、中学部におい

ては「個性を発揮しながら、活動に主体的に取り組む」、「他者と協力・協同し、状況に応

じて活動に取り組む」といった力を高め、成就感や自己肯定感を感じられるようにすること

が求められていると考えられた。 

・また、昨年度の研究では、成果のキーワードとして「明確なゴール設定」、「繰り返しのあ

る単元展開」、「学部共通のテーマ設定」などといったものが挙げられた。これらの成果は、

他の指導の形態においても有用であると考えられ、学部全体の教育活動に浸透させていくべ

きものと考えた。 

・以上の視点を踏まえ、取り上げる指導の形態を検討した。その結果、①「職業生活に必要な

自己及び他者理解の深化」、「実際的な職業体験を通じて自らの適正に気付き、やりがいや

充実感を体感する」といった中学部段階におけるキャリア発達の視点をイメージしやすいこ

と、②昨年度までの生活単元学習の授業づくりにおける成果を他の指導の形態に生かしたい

という２点の理由から、今年度は作業学習を取り上げて研究を進めることとした。 

      

 

（２）経過 

全校授業

研究会 

・第２回全校授業研究会 事前授業（９月１１日） 

中学部作業学習（手工芸班） 

「メモ帳・アクセサリーを作って横養祭で販売しよう」 

授業者：今野文龍、近亜希子、鎌田次美、阿部隆文、 

飯塚美樹、藤原梢                      （P26） 

・第２回全校授業研究会（９月２５日） 

・第２回全校授業研究会 改善授業（１０月１６日） 

ミニ授業

研究会 

・中学部作業学習（農耕班） 

「野菜を収穫しよう、きれいな花を咲かせよう 

～横養祭＆みんなの笑顔を目指して～」 

授業者：青木真一、渡邊藤子、土田優子、浅利政子      （P28） 

・中学部作業学習（木工班） 

「横養祭に向けて製品をつくろう」 

授業者：鈴木顕、柿崎りか、藤島和浩、鈴木崇、大西幸       (P30) 

  

    

～補助具を操作し一人で作業する様子～ 

中学部手工芸班「メモ帳・アクセサリーを

作って横養祭で販売しよう」より 

～役割分担して用具や野菜を運ぶ様子～ 

中学部農耕班「野菜を収穫しよう、きれい

な花を咲かせよう」より 

～手順表を見て一人で作業する様子～ 

中学部木工班「横養祭に向けて製品をつく

ろう」より 
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２ 授業づくりの実際 

 

単元構想図 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単元名「横養祭で販売する製品を作ろう」 
小単元名 活動内容 主な目標 時数（本時） 

１ 横養祭の販売
の計画を立てよ
う 

・昨年の横養祭の販売の様子や売り上げ
を振り返る。 

・今年の横養祭の販売の目標数を決める。 

・昨年の販売の様子を知り、今年の販売
の売り上げ目標を立てたり、販売に向
けた製品作りの意欲を高めたりする。 

２時間 

２ 横養祭で販売
する製品を作ろ
う 

・必要な材料や道具を準備したり片付け
たりする。 

・手順表や補助具を活用しながら製品を
作る。 

・自分の作る製品や作業内容が分かり、
集中して作業に取り組む。 

・言葉遣いや態度に気を付けて教師にあ
いさつ・返事・報告をする。 

５０時間 
(本時 7･8/50) 

３ 横養祭の販売
準備をしよう 

・販売に必要な看板やポスターやチラシ
を製作する。 

・製品販売をする際の挨拶や言葉遣いを
学び練習する。 

・販売会の準備を通して、販売への期待
感をもったり、販売への意欲を高めた
りする。 

・販売会でお客様と接する時のマナーや
言葉遣いを知る。 

４時間 

関連する教育課程 
行事「横養祭での作業製品販売会」 

４ 横養祭の販売
を振り返ろう 

・今年の販売の様子や売り上げを振り返
り、自分や友達のがんばりを評価する。 

・今年の販売の様子や売り上げを振り返
り、販売の達成感を味わったり、今後
の作業学習への意欲を高めたりする。 

２時間 

生徒の思い・願い 
・自分の作った製品やがんばりをほめてもらいたい。 

・良い製品をたくさん作りたい。 

・自分の作った製品を買ってもらいたい。 

目指す生徒の姿 
①横養祭に向けて、自分の作る製品や工程・役割がわかり、集中して作業に

取り組む生徒。 

②作業中や販売会などの場面に応じて、言葉遣いや態度に気を付けてあいさ

つ・返事・報告をする生徒。 

③横養祭での販売等の活動を通して、達成感を感じ、日々の作業学習へ意欲

をもって取り組む生徒。 

教師の思い・願い（育みたい力） 
・意欲的に取り組み、丁寧に製品を作ってほしい。 

・自分の作業の成果に喜びを感じたり自信をもったりして

ほしい。 

・横養祭での製品販売に期待しながら活動に取り組んでほ

しい。 

自分の作る製品や工程・目標が分かるように 
・自分の作る製品や工程・手順が分かる
ように、黒板に作業内容を掲示したり、
作業日誌で確認したり、個々に応じた
手順表を用意したりする。 

・目標を意識できるように、作業日誌で
確認したり、横養祭までに作る製品の
数が分かるように出来高表を作業室の
前面に掲示したりする。 

 

言葉遣い態度に気を付けてあいさつ・返事・報告などができるように 
・声の大きさや態度などを意識できるように、はじめの会やおわりの
会で教師が模範を演示したり、報告を並んで待つ場所を枠で示した
りする。 

・相手を意識したあいさつや返事ができるように、販売会では、お客
様と接する場面を多く設ける。 

キャリア発達段階との関連 

① ①働くことの意義（情報活用能力） 

②  目標設定（意思決定能力） 

②意思表現（人間関係形成能力） 

 場に応じた言動（人間関係形成能力） 

③生きがい・やりがい（将来設計能力） 

 自己理解（人間関係形成能力） 

具体的な支援 
 

単元作り 
 

達成感を味わえるように 
・販売会でお客様から「頑張っているね」
等の言葉を掛けてもらえることを期待
して、作業の様子を写真で掲示する。ま
た、作業班の互いのがんばりを評価でき
るように、掲示する写真は、全員で話し
合いながら決める。 

・製品作りに自信がもてるように、販売会
でアンケートを配付し、お客様に製品の
良い点などを記入してもらう。 

全校授業研究会 中学部 作業学習 「手工芸班」 
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(1) 授業概要 

生徒の実態に応じて、アクセサリーやメモ帳の製作を行った。作業を通して、自分のやるべきこと

が分かってできるだけ一人で作業に取り組むことや、場面に応じて言葉遣いや態度に気を付けてあい

さつ・返事・報告をすること、単元のゴールである横養祭での作業製品販売会に向けて作業や販売準

備をすることで、達成感を味わうことなどを目指した。このことで、キャリアプランニングマトリッ

クスにある「役割の理解と働くことの意義」、「意思表現」、「生きがい・やりがい」といったキャリア

発達と関連する諸能力の育成にもつながっていくと考える。 

 

(2) 授業実践 

―授業Ⅰから― 

①授業者の自己評価 

 

 

 

 

 

※ 

 

 

 

 
＊Ａ：授業の設計（デザイン） Ｂ：授業実践  ○：うまくいった支援等  ▲：改善を要する支援等 

② 改善の視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

―授業Ⅱから― 

○ 授業者の自己評価 

 

 

 

 

(3) 成果と課題 

 ①成果 

  ・目標数や完成した製品を掲示していくなど環境を整えたことで、目標数を意識する生徒が増

え、達成感や満足感を味わっている様子が見られた。 

・繰り返しの活動や一目で分かる個々に応じた手順表、写真カードを活用したことで、自分一

人で作業に取り組める生徒が増えたり、教師の直接的な支援が減ったりした。 

 ②課題 

  ・より主体的な活動となるように、報告の仕方を「思考」したり製品の善し悪しを「判断」し

たりする学習活動を取り入れることが必要である。 

視点 自己評価の内容 

Ａ：具体的な支援方針 ・一人で活動できる場面の設定○（写真２～４） 

Ｂ：学習環境 ・分かりやすい目標や出来高表の掲示○（写真１） 

Ｂ：学習環境 ・より自分の力を発揮できるような支援や補助具等の精選▲ 

視点 具 体 

Ａ：授業構想 ・一人一人に応じたステップアップを見とおした活動の設定 

Ｂ：学習活動の工夫 ・Ｔ１による個々の生徒への評価の増加 

Ｂ：学習環境 ・補助具の精選 

一人で活動できるための工夫 完成した製品の掲示 

個々の生徒について作業内容をステップアップしたり、支援を少なくしたりしたこ
とで、今まで以上に達成感を感じ、自分の力で取り組める生徒が増えた。今後は「思
考」・「判断」をするといった主体的な活動を取り入れることでより大きな達成感を感
じ、高等部生活での「生きがい・やりがい」につながるように指導を重ねていきたい。 

 

活動を繰り返すことで、作業内容や作業工程を理解し、自分から自信をもって作業
に取り組む生徒や、態度・言葉遣いに気を付けてあいさつ・返事・報告をする生徒が
増えてきている。今後は、より自分の力を発揮して作業に取り組んだり、より望まし
いあいさつ・返事・報告をしたりできるように、支援を減らしながら、活動のステッ
プアップをねらいたい。 

 

写真１ 写真２ 写真３ 写真４ 

文責   今野 文龍 
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単元構想図 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

単元名「野菜や花を育てよう～みんなの笑顔を目指して～」 
時数 

小単元名 活動内容 主な目標 

畑の準備
をしよう 

・畑作り（石拾い、うねたて） 
・土作り 

・自分の作業範囲が分かり、時間いっぱい集中して取
り組む。 

・農具の使い方を覚え安全に作業する。 

8 

野菜の種
や苗を植
えよう 

・種植え、苗植え 
・支柱立て 
・農具、肥料、苗等の運搬 

・丁寧に、種や苗を扱う。 
・担当作業が終わるまで、集中して取り組む。 

8 

花の苗を
植えて届
けよう 

・プランター作り 
・苗植え 
・花を届ける（近隣施設、バス停） 

・丁寧に、苗を扱う。 
・目標個数が終わるまで、集中して取り組む。 
・協力して、重い物を運搬する。 

10 

畑や花を
管理しよ
う 

・水やり 
・追肥 
・除草 ・芽かき等 

・担当の作業範囲が終わるまで、集中して取り組む。 
・自分のやることを理解して、グループで協力し 
て、作業する。 

21.22 
/30 
本時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒、保護者の思い・願い 
 

 

目指す生徒の姿 
①自分の作業に、最後まで集中して取り組む 
②自分のやることが分かり、集団の中で一緒に取り組む。 

教師の思い・願い（育みたい力） 
・基本的な態度、あいさつ・返事・報告等を身に付けてほ 

しい。 

・身体を使った作業を通して、体力や持続力を付けてほし 

い。 

・天候や作物の成長に応じて変わる作業内容に、柔軟に対 

応する力を付けてほしい。 

・安全に、約束を守って作業できるようになってほしい。 

・集団で動いたり、一緒に協力したりして作業できる力を

付けてほしい 

外の作業が好
き。 

 

働くための体力

をつけてほしい。 

 

収穫が楽しみ。 

単元づくり 
 

具体的な支援 
 

協力・協同できるように 

・生徒がお互いに力を発揮できる 

グループ編成をする。 

・グループで○○を▲個と集団の 

目標設定を行う。 

年間通しての長期の見通し 
・年間のおおまかなスケジュールを 
 月毎に作業室に掲示する。 

返事・報告ができるように 
・雨天時、冬季の室内作業において、 

集中的に取り組む機会を作る。 

作業の変化への対応ができるように 
・事前に黒板に掲示する。 
・悪天候時の室内作業を、袋作りとコー
スター作りに整理する。 

・天気の確認を毎回行う。 

やりがいや達成感がもてるように 

・秋に収穫祭を実施する。 

・成長が視覚的に分かる野菜も栽培 

する。（トマト、きゅうり等） 

・定期的に、職員対象に野菜を販売する。 

作業の終わりが見えるように 
・草取りでは、バケツに線を引いて目標を定める。 
・杭やロープで作業範囲を明示する。 
・必要に応じてタイマーを活用する。（外） 
 

キャリア発達段階との関連 

①習慣形成（将来設計能力） 

②協力・協同（人間関係形成能力） 

細かいことよりも、

身体を大きく動か

す作業をしたい。 

 

 

 

 

中学部 作業学習 「農耕班」 
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（１）授業概要 
生徒の実態や興味・関心に基づき、学校農園での野菜の栽培と学校及び近隣施設の花の管理を

行った。外の作業を通して、体力をつけ、身体を使った作業に時間いっぱい取組むことや、天候
や気温の変化に対応し、その場の指示に応じて適切に作業すること、集団で動いたり、友達と協
力したりして作業を進めることができるようになることを目指した。キャリアプランニングマト
リックスにある、「習慣形成」「協力・協同」といったキャリア発達と関連する諸能力の育成に
もつながっていくと考える。 

 
（２）改善の視点 
 －授業Ⅰから－ 
 ①授業者の自己評価 
 
 
  
 
 
 
 

視点 自己評価の内容 
Ａ：授業構想 長期の単元、達成感をもつための手立ての不足▲ 

Ｂ：学習活動の工夫 十分な活動量○ 
Ｂ：学習環境 外の活動は、指示が入りにくい。また、毎回作業内容が変わるので

それに対応できる環境が必要。▲ 
 ※Ａ：授業の設計（デザイン）Ｂ：授業実践 ○うまくいった支援等 ▲改善を要する支援等  
 
 ②改善の視点 

視点 具 体 
Ａ：授業構想 作業学習以外でも、畑や花を見に行く場面を設定。水やり当番や昼

休みの収穫（一部生徒）を行った。 
Ｂ：学習環境 作業の流れをシンプルにして、小グループで活動。視覚的支援の工

夫。（見本、目印）作業範囲を区切り、同じ作業を繰り返し取り組
めるようにして経験を積む。（１回で収穫せず、２回に分割して収
穫する等） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
－授業Ⅱから－ 

 ○授業者の自己評価 
 
 
  
 
 
 
 
 
（３）成果と課題 
 ①成果 
  ・教室で事前に作業内容を視覚的に丁寧に確認することに加え、作業内容をシンプル化し

たり、収穫時期を調整し、同じ作業に数回取り組むことができるように工夫したりする
ことで、見通しを持って取組むことのできる生徒が多くなった。 

 ②課題 
  ・大きな見通し（種まき～収穫）をもてるような支援が必要である。 
  ・屋外の作業では、どうしても私語が目立ってしまう。お互いに、教え合ったり確認した

り等協力できる面は生かしていきたいが、基本的な作業態度は押さえたい。 

・作業の特性上、個人としてだけなく、全体の目標をもって活動していきたい。
重い物を二人で持つ等、自然に協力する姿が見られるようになってきた。  

・１時間の作業で完成するのではなく、非常に長いスパンの作業である。カレ
ンダーの掲示など工夫しているが、どのように達成感を持たせていけばよい
か考えていきたい。 

 

・選別の際の見本を用意したり、はかりに目印を付けたりすることで、自分
から進んで選別できるようになった。また、分かる人には、あえて目印の
ないはかりやデジタルのはかりを使用し、すべて自分で選別することを目
指した。 
・外の作業では、分からないことは、その場で質問することも重要と考えて
いる。 

 

   

一人で活動できるための工夫 
～畑にロープで目印を付ける～ 

一人で活動できるための工夫 
～量りに重さごとに目印を付ける～

～ 

役割分担 
～水やり当番～ 

文責  青木 真一 
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単元構想図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

単元名「 横養祭に向けて製品をつくろう」～折りたたみいすの製作～ 
時数 

小単元名 活動内容 主な目標 

○横養祭までの予定を確
認しよう 

・横養祭での販売予定数やスケ
ジュールの確認 

・うどんエキスポでの販売成果
の確認 

・横養祭での販売に向けて、製作数やスケジ
ュールを知る。 

・うどんエキスポでの販売の成果から、今後
の製品作りで取り組むべきことがわかる。 

２４ 
（１・２ 
／２２） 

○製品を作ろう ・製品作り 
・ポスターやチラシの考案と制
作 

・販売活動 
・製品に対する意見の収集 

・横養祭に向けて、より良い製品を作るため
のポイントが分かって作業する。 

・必要な場面であいさつや報告ができる。 
・自分や友達ががんばっていることを認め合
い、横養祭に向けて全員で協力しようとい
う気持ちを高める。 

○販売を振り返ろう ・横養祭の販売の振り返り 
・今後の製品作りについての意
見収集 

・横養祭の販売を振り返り、自分たちのがん
ばりを認め合う。 

・今後の木工班の製品作りに向けてやってみ
たいことなどを考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒の思い・願い 
 
・いろいろな道具を使ってみたり、作業をしたりし
てみたい。 

・先生や家族にほめられたい。 
・自分たちで作ったいすを買ってほしい。 

目指す生徒の姿 
①より良い製品作りをするために、自分がするべきこ
とが分かって作業に取り組む姿。 

②周囲の人から認めてもらうことに意欲をもって作業
に取り組む姿。 

教師の思い・願い（育みたい力） 
・自分の担当する作業が分かり、できる限り一人
で進められるようになってほしい。 

・良い製品を作りたいという気持ちや、責任感を
もって作業に向かってほしい。 

・製品作りを通して成就感を味わってほしい。 

単元づくり 
 

自分の担当を理解できるようするために 
 
・全体の工程と合わせて、個人の工程を
示すことで、自分の作業がどのような
役割を担っているか分かるようにす
る。 

・作業に取りかかる前に、担当の教師と
目標を確認して、自分が本時に取り組
むべきことが分かるようにする。 

キャリア発達段階との関連 

①協力・共同（人間関係形成能力） 

②生きがい・やりがい（将来設計能力） 

③目標設定（意思決定能力） 

具体的な支援 
 

製品の質の向上を意識できるようにす
るために 
 
・補助具の工夫をする。 
・前の販売で収集した製品に対する意
見などを提示し、気を付けるポイント
が分かるようにする。 
・横養祭の販売に向けて、導入で目標
などを確認することで「売れる商品作
り」に向けた意識を高められるように
する。 

やりがいを感じながら作業に向かうことができるように 
 
・出来高表に全体と個人の出来高を両方掲載し、自分と全員のがんばりが目に見えるようにす
る。 

・終わりの会で、担当ごとにがんばりを発表し、一人一人が意欲を高められるようにする。 

中学部 作業学習 「木工班」 
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（１）授業概要 
生徒の実態や興味・関心に基づく分業や流れ作業による「折りたたみいす」の製作を行った。

作業や販売活動を通して、自分の担当する作業への責任をもって取り組むことや、あいさつや報
告が必要な場面や方法が分かって行うこと、自分や友達のがんばりを理解してお客様へアピール
することなどができるようになることを目指した。このことで、キャリアプランニング・マトリ
ックスにある「役割の理解と働くことの意義」、「自己理解・他者理解」、「習慣形成」などの
キャリア発達と関連する諸能力の育成につながると考える。 

 
（２）改善の視点 
 －授業Ⅰから－ 
 ①授業者の自己評価 
 
 
  
 
 
 
 

視点 自己評価の内容 
Ｂ：学習環境 生徒が自分で出来栄えを判断できる手立ての不足▲ 
Ｂ：基本姿勢 生徒が自分から教師に報告や相談に行くことができるようにする

ための距離感▲ 
Ａ：具体的な支援方針 生徒自身と教師の目標のずれ▲ 

 ※Ａ：授業の設計（デザイン） Ｂ：授業実践  ○うまくいった支援等 ▲改善を要する支援等   

②改善の視点 
視点 具 体 

Ｂ：学習環境 生徒がやすりのかけ具合などの出来栄えを判断するための見本を
設置する。 

Ｂ：基本姿勢 生徒と距離を取ることで、教師がすぐに言葉かけをせずに生徒の思
考の機会を保障したり、生徒が自ら報告に来ることを待ったりでき
るようにした。 

Ａ：具体的な支援方針 作業に取り組む前に、生徒と担当教師が作業日誌を共に読む時間を
設け、目標の共有ができるようにした。 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
－授業Ⅱから－ 

 ○授業者の自己評価 
 
 
  
 
 
 
 
（３）成果と課題 
 ①成果 
  ・補助具や見本を工夫したことで、生徒が作業の進め方や出来の良否を理解して、自分か

ら行動することができるようになった。 
  ・生徒と教師が目標を共有することで、生徒は自分が取り組むべきこと、教師は目標の達

成に向けた支援の在り方を明確にできた。 
 ②課題 
  ・作業学習が「各教科等を合わせた指導」であることをより意識したい。補助具を使用し

た作業だけではなく、生徒が測定や比較、上下や長短などを作業の中で自然と理解でき
るような活動を展開したい。 

文責  鈴木 顕  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

・工具や補助具などの使い方が分かって一人で作業に取り組んだり、流れ作
業にすることで、友達のがんばりが分かったりする生徒が増えた。  
・自分で考えたり、判断したりして作業に取り組む姿を増やしたい。特に、
作業の質を向上させるために教師に相談したり、出来栄えを自分で判断し
て報告したりできるようにしたい。 

 

・望ましい出来栄えを示した見本を用意したことで、生徒が自分の部材と比
較し、完了を報告したり、逆に作業を継続したりするようになった。  

・目標を担当教師と確認し合うことで、生徒が本時に留意して取り組むべき
ことが明確になったことに加え、教師もポイントを絞った支援ができるよ
うになった。 

 

見本の設置 生徒と教師の目標の共有 
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３ まとめ 

(1) 成果 

①「今」やることが分かり、夢中になって活動する姿 

ア 分かって自分から活動する姿 

・「○日までに○個作る」「○日までに○○をする」など、活動の区切りや目安となる期日、 

分量、内容を明確に示すようにした。また、長期的な目標やその日の作業の目標を生徒 

と教師とで確認し合い、共有する機会を設けるようにした。結果、生徒は、自分が取り 

組む活動や、どのように行動するかが分かり、自分から準備したり行動したりする姿を 

引き出すことにつながった。 

イ 少ない支援で活動、または、一人で活動する姿 

・各作業班で研修会を実施し、専門的な立場の方からのアドバイスを受けた。アドバイス 

を受け、単純でシンプルな工程にするための工程分析、早いでき上がりで繰り返しの可 

能な製品開発、作業を行うための道具や環境の見直しを行った。活動しやすい道具の選 

定、生徒の動線の整理、物の配置や掲示物などの視覚的支援の精選などの工夫により、 

少ない支援で、または一人で、活動を進めることができるようになった。 

ウ 明確なゴールの設定 

・各作業班で共通単元を設定した。「横養祭販売会」や「校内販売会」を単元の区切りとし、 

販売会へ向けた繰り返しのある単元を展開した。学部全体で共通の明確なゴールを目指 

して、学習することにつながった。 

②教師の意識の変化 

・ミニ授業研究会での意見交換や指導助言者からの助言を基に、授業改善を重ねることがで 

きた。「『なぜ』『何のために』この作業をするのか、生徒が分かるように」という視点と、 

「工程の中の一つ一つの仕事は何につながるのか」という視点を大切にしながら授業づく 

りをすることができた。また、授業研究会の他に作業週間中に「作業を見合う会」を実施 

した。他の作業班の授業を見る機会が多くなったことで、授業づくりへの意識が高まり、 

互いに学び合うことができた。他の作業班の支援や掲示物、環境設定の工夫など良いとこ 

ろを学び、作業学習の授業づくりに生かすことができた。 

 

(2) 課題 

①自己決定、自己選択の機会 

・少ない支援で取り組める生徒が増えたことが成果の一つとして挙げられるが、反面、自分 

で考えたり、判断したりして行動する機会が少なかったという意見があった。今年度は、 

繰り返しの可能な製品開発や工程のシンプル化を授業改善のポイントの一つとして進めて 

きたが、さらなる工程分析や活動ごとのねらいを整理し、生徒の自己決定、自己選択の機 

会を作っていくことが必要である。 

②ステップアップのタイミングと方法 

・単元や本時の個別目標を立てるとき、今できること、これから身につけたいこと、単元終 

了時にできるようになってほしいこと、などを整理する必要があった。単元を進めていく 

中で、どうステップアップしていくのか、教師間で時期や方法を共通理解しておくことが 

必要である。 

文責  土田 優子 
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Ⅲ 高等部の実践    

 

１ 高等部の授業づくり 

（１）研究の視点及び指導形態選定の理由 

    今年度、高等部では、生徒個々にとっての生活、学び、高等部卒業後の生活を見通し、高 

   等部段階における「分かる」、「できる」ことの質の変化に応じた指導を目指している。さら 

   に、「個別の指導計画」をもとに「キャリア教育の視点」を取り入れて授業づくりを行うこと 

   と、一人一人にとっての「職業生活」「卒業後の生活」に必要な能力、態度を具体的にとらえ 

   た指導が求められている。４月に実施した研究推進に関するアンケートからは、個々の教員 

   の思いや考えはあるものの、キャリア教育に関する知識及び理解が断片的であり、授業実践 

   の経験も少ないということ、何が生徒のキャリア形成を支えるのか、統一した方向性がない 

   ことが明らかになった。   

    そして、昨年度、高等部では、教育課程において在籍生徒の実態や教育的ニーズから作業 

   学習の時数を増やしたことに伴い、作業学習を研究の指導形態に選定し、授業改善に取り組 

   んできた。課題として、授業改善につながった授業づくりの視点を指導者が共有して授業改 

   善を継続することの難しさが挙げられた。また、指導のねらいや個の目標設定を突き詰めて 

   考え、高等部段階での学びを確かなものにしていく必要があることも課題として残った。 

    さらに、高等部では、昨年度に模擬会社組織である「かぜのつば社」を設定し、生徒が製 

   品作りのみならず製品開発、宣伝、販売までの流れをとおして職業生活や社会参加に必要な 

   力を高められるよう、班の編制や作業学習でおさえるべき指導内容を検討してきた。 

    そこで、高等部では昨年度に引き続き作業学習を指導形態に選定し、昨年度の成果と課題 

   をふまえた上でキャリア教育の視点を指導者間で共有し、生徒のキャリア形成を支える指導 

   について探り、「夢中になって取り組む」姿をひきだす授業づくりに取り組むこととした。 

     

（２）研究の方法 

    作業班の指導者全員で生徒に必要なキャリア発達について理解を深め、キャリア教育の視 

   点をふまえた指導観を共有するため、はじめに各作業班で生徒を１名抽出し、グループワー 

   クを行う。 

    また、個別の指導計画、個別の教育支援計画をふまえ、担任が考察した将来を見通して育 

   てたい能力や態度を明らかにし、作業学習で育てたい姿として作業班の TTで共有する。 

    学部研究会およびミニ授業研究会、作業班別ミーティングを活用し、生徒の変容について 

   話し合い、キャリア発達を考察、評価する。また、有効だった支援や改善が必要な点など、 

   授業チェックリストの視点に基づいて考察し、成果と課題を整理する。また、各作業班の取 

   り組みから、生徒のキャリア形成を支え、「夢中になって取り組む姿」をひきだすために学部 

   で目指すべきこと、大切にすべき視点について整理する。 
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（３）経過 

全校授業 

研究会 

・第２回全校授業研究会（１１月２０日） 

陶芸班『製品（さんま皿、小判皿、小鉢、スープ皿、葉っぱ皿、もみじ皿） 

を作ろう～よねやハッピータウン店での販売に向けて～』 

授業者：高澤 衣久子、高井 俊博、松岡 一、相澤 唯 

学部授業 

研究会 

・陶芸班『製品を作ろう～よねやハッピータウン店での販売会に向けて～』 

（１１月１３日） 

  授業者：高澤 衣久子、高井 俊博、松岡 一、相澤 唯 

・第２回全校授業研究会 改善授業（１２月２日） 

ミニ授業 

研究会 

授業提示 改善授業 

エコクリーン部（７月３日） 

・紙工班『製品を作ろう①  

アート&クラフト展 販売会に向けて』 

授業者：笹山 友美、川越 佳子、 

高橋 牧子、季子 康太、 

平山 智哉 

 

・農耕班『「しいたけ栽培」豊作を願って！ 

～ほだ場の管理

～』 

授業者：小玉 智彦、山田 育宏、高橋 誠 

 

研修部（９月２日） 

・自立活動『揺れてみよう』 

授業者：遠山 成子、川越 佳子、季子 康

太、守屋 充敬 

 

ハンドクラフト部（９月９日） 

・縫製班『横養祭での販売に向けて 

取り組もう 

～トートバッグ、 

ポケットティッシュケースの制作～』 

授業者：小林 紀子、永澤 淳子、 

谷藤 イツ子 

 

・レザークラフト班  

『風の翼ショップで販売しよう②』 

授業者：佐藤 香菜子、遠山 成子 

 

事務局（１０月２１日） 

・事務局『横養祭に向けて 

～お客様に笑顔を届けよう～』 

授業者：塚本 竹美、藤井 優香、守屋 充

敬 

 

ネイチャークリエイト部（１２月１６日） 

・木工班『製品を作ろう⑤  

～冬季販売会に向けて』 

授業者：工藤 恵喜夫、渋谷 康之 

 

エコクリーン部（１１月２５日） 

・紙工班『製品を作ろう②  

よねや販売会に向けて』 

授業者：笹山 友美、佐藤 真紀子、 

川越 佳子、高橋 牧子、 

季子 康太 

 

・農耕班『「冬に向けて」～販売準備～』 

授業者：小玉 智彦、山田 育宏、高橋 誠 

 

研修部（１１月１８日） 

・自立活動『ボールで遊ぼう』 

授業者：遠山 成子、川越 佳子、季子 康

太、守屋 充敬 

 

ハンドクラフト部 

・縫製班（１２月４日） 

『ランチトートと 

ポケットティッシュケースを作ろう』 

授業者：小林 紀子、永澤 淳子、 

谷藤 イツ子 

 

・レザークラフト班（１１月２７日） 

『風の翼ショップで販売しよう④』 

授業者：佐藤 香菜子、遠山 成子、 

川崎 亜希子 

 

事務局（１１月１８日） 

・事務局『よねや販売会に向けての 

準備をしよう』 

授業者：塚本 竹美、藤井 優香、守屋 充

敬 

 

ネイチャークリエイト部（１月２２日） 

・木工班『製品を作ろう⑤  

～冬季販売会に向けて』 

授業者：工藤 恵喜夫、渋谷 康之 
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（４）作業学習の様子 

 

 写真１ 作業製品販売の様子 

             

 

       写真３ 接客研修学習の様子 

 

 

 

 

 

                   

   写真２ 木工班学習の様子 
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２  授業づくりの実際  

 

高等部  作業学習  「かぜのつば社  エコクリーン部  農耕班」  

                単元 構想 図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単元名 「 企業と連携して作業を行おう 」企業連携型作業学習 

小単元名 活動内容 主なねらい 時数 

『企業に行って農作業を

体験しよう』 

・畝立て ・種植え ・株分け 

・除草  ・収穫   など 
①いつもと違う環境で、依頼された作
業を理解し、指示通りに作業する。 

②依頼された作業が終わるまで、集中

して根気強く作業に取り組む。 

 

 

１３ 

 

 

『ポップコーン用とうも

ろこしを選別しよう』 

「ポップコーン用とうもろ

こしの選別」 

・房から実を取る。 

・余分な皮を取る。 

・定量量り、瓶詰めする。 
 

①作業内容が分かり、指示どおり正確
に作業する。 

②作業が終わるまで、根気強く作業に

取り組む。 

 

１５ 

 

教師の思い・願い（育みたい力） 

協調性（まわりを意識した仕事への取組） 

柔軟性（その時々の対応力） 

他（体力、持続力、集中力、など） 

目指す生徒の姿（夢中になる姿） 
①自分の仕事が分かり、今行っている仕事を最後まで取り組もうとする。 

②仕事内容が変わっても、見通しをもち、柔軟に対応する。 

生徒の思い・願い 

・体を動かす仕事が得意。 

・手先を使った細かい仕事は苦手。 

 

単元づくり 

具体的な支援 

一人一人が活動に向かうために 
・作業の目的や、一人一人の役割、作
業手順を明確にする。 

 
一定時間活動に取り組めるよう 

・仕事内容が分かりやすい、繰

り返しの単調作業の設定。 

 

 

 

 

収穫の喜びに向けた意欲がもてる 

ように 

・毎時間の作業のふり返りをしっか

りもつようにする。 

 

次の活動に向けて 

休憩時間を適宜設定。 

 

周りと協力できるように 
・作業の終わりまで連続して取り組め
る作業量の確保。 

 

キャリア発達段階との関連 

①やりがい（将来設計能力） 

②集団参加（人間関係形成能

力） 

②自己調整（意思決定能力） 
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(1)授業概要 

  本単元では、企業に行って農作業を体験したり、企業が行っている作業の一部を借りてきて学

校の作業の中で取り組んだりしている。自分たちの農作業への取り組み方が現場で通用するか、

依頼された仕事に根気強く取り組む姿を目指している。ポップコーン用とうもろこしの選別作業

は、冬場の活動として取り入れた。体全体を動かして作業するのが得意な生徒が、手先を使った

細かい仕事に取り組むことは、ミスマッチのように思われるが、外作業を中心に取り組んできた

生徒に衛生面に気を付けようとする意識づけになった。そして、年間を通しての農作業を体験す

ることで、より農業に興味をもってくれればと思う。 

 

(2)授業実践 
―授業Ⅰからー 

ポップコーン用とうもろこしの選別作業は、実の大きさだけ以外にも、房から実を剥がしたと 

きに付いてくる皮を取る作業に難儀し、作業量、生徒の集中力が持続しなかった。 

 

 

①授業者の自己評価 

   ＊Ａ：授業の設計  Ｂ：授業実践  ○：効果があった支援等  ▲：改善を要する支援等 

②改善の視点 

視点 具体 

Ａ：単元づくり 
・選別したとうもろこしを使ってのポップコーン作りを行い、作業全体への見 

通しをもたせる。 

Ｂ：学習環境 

・選別前、選別後等のとうもろこしを入れる場所（皿の位置）の固定 

・選別するとうもろこしの境界線のとうもろこしの提示 

・ふり返り、まとめでの作業量の提示 

 

 ―授業Ⅱからー 

○授業者の自己評価 

 ポップコーン作りを体験し、作業への見通しをもつことで作業への意欲がアップした。作業工

程を見直すことで、作業量をアップさせることができた。しかし、座っての手先を使った作業に

取り組む集中力を持続させることが今後の課題と思われる。 

 

(3)成果と課題 

 ①成果 

  ・冬場のメインの活動として除雪活動を計画していたが、選別作業が確実に入ることで、授業

での見通しをもたせやすくなった。また、１年を通して農作業に関わる仕事を取り入れた年

間計画を立てることができた。 

 ②課題 

  ・冬場の作業の一つとして除雪作業と並行して行っているが、除雪作業も天候に左右される作

業で、作業量の兼ね合いが今後の課題と思われる。 

視点 自己評価の内容 

Ａ：単元づくり ・作業内容ありき▲ 

Ａ：単元づくり ・どうしてこの作業を行うのか→活動への見通し▲ 

Ｂ：学習環境 ・外作業から内作業への移動→作業内容に対する補助具等支援▲ 

文責  小玉 智彦 



-38- 

 

 

高等部  作業学習「かぜのつば社  ネイチャークリエイト部  木工班」  

単元構想図 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

単元名「製品を作ろう⑤ ～ 冬季販売会に向けて」 時数 

単元名 活動内容 主な目標 

製品を作ろ

う⑤ 

・おぼん（大・中・小）、菓子 

器、勾玉ネックレス、ソー

サーの製作 

・罫書き、切断、組み立て、 

やすりがけ、塗装 

・挨拶、返事、身だしなみ 

・報告、相談の話し方、態度 

・計画作成、製品管理 

・自分が担当する工程で気を付けるべきこ 

 とが分かり、丁寧に取り組む。 

・報告、相談、依頼の仕方が分かり、タイ 

ミングを考えて行う。 

・ロット管理チェック表に自分の施した作 

業を記録し作業の流れを把握する中で、 

自分の責任を確認、自覚し、全員で製品 

管理の共有を行う。 

 

 

３６ 

時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャリア発達段階との関係 

①習慣形成（将来設計能力） 

①意思表示（人間関係形成能力） 

②集団参加（人間関係形成能力） 

生徒の思い・願い 
 ・社会人になって自立したいな。 
 ・いろいろな人と楽しく仕事したいな。 
 ・木工製品をうまく作れるように 

なりたいな。 
 ・いいもの作るぞ！ 

目指す生徒の姿 
① 今までの経験を基に、自分で判断したり、報告したりし

て、自ら活動に取り組む姿。 
② 仲間と協力し合って製品を作っていく中で、自分の役割

が分かり、認められることの喜びを感じ、働く意欲をも
って取り組む姿。 

教師の思い・願い（育みたい力） 
 ・ここぞというときの集中力と継続していく 

力を付けてほしい。 
 ・「やった！」という体験をさせたい。 
 ・自信のもてるものがあり、学校生活に意欲 
    的に取り組んでほしい。 

単元づくり 
 

 具体的な支援 
 

活動への見通しと目標設定のため 

計画作成→黒板に書いておく 

目標製品数の記入 

次時への意欲づけのため 

今日の仕事の評価 

意欲の喚起のため 

見通しをもつ（計画表） 

作業分担表 

 

課題意識をもたせるため 

即時評価 
主体的な行動を促すため 

自分たちで計画を作成 

自分たちで製品管理 
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(1)授業概要 

  本単元では、前々回の販売から前回の販売会までの取り組みを基に、生徒自身による製品作り 

の計画を立てるところから始めた。期間内の授業時間と完成製品個数を参考に、次の販売会まで

に完成させることのできる製品の個数を考え、どの製品をいつ頃から取りかかればいいか考えて

計画表を黒板に記入し、常に見て進捗状況を確認できるようにした。また、ロット管理チェック

表を用いて、それぞれの作業に対する責任感の育成や、協力して製品を作っていく中での製品管

理の共有ができればと考えて授業を進めた。 

(2)授業実践 

 ―授業Ⅰから― 

・安全に作業を進めるために、機械の始動時の声掛けと返事を行うことで活気とメリハリが出てき 

 た。 

・意欲を高めるために、導入の工夫、出来高表、完成品が目につくようにすることが必要。 

・リーダーのねらいをもっと高く。言われて動くのではなく、なぜやらないといけないのか分かっ 

 ていないといけない。 

・前回の作業を振り返ってあげることが必要。 

①授業者の自己評価 

   ＊Ａ：授業の設計 Ｂ：授業実践  ○：効果があった支援等  ▲：改善を要する支援等 

②改善の視点 

視点 具体 

Ｂ：学習活動の工

夫 

・生徒に共感を与え、学習意欲を喚起するような出来事を探して紹介した    

り、前回の作業を振り返ったりする。 

Ｂ：学習環境 

・納入計画品の個数と完成品の個数を表示する。 

・完成品置き場の棚の扉を開け、自分たちの頑張りが見えるようにする。 

・木工室にもカレンダーを置き、見通しをより持ちやすくする。 

 

 

 

 

 ―授業Ⅱからー 

○授業者の自己評価 

・作業分担表を使った作業指示と導入時の指示により、活動内容をはっきり理解できていた。 

・個別の留意点や作業中の様子を見届けすることが完璧にはできなかった。 

(3)成果と課題 

 ①成果：機械の始動時の言葉掛けと返事により活気が出てきて、意欲の高まりを感じる。 

 ②課題：部屋が仕切られているので、目の届く動線を考える必要がある。 

視点 自己評価の内容 

Ａ：支援方針 ・実力をアップさせるような課題設定を定期的に考えていきたい。▲ 

Ｂ：学習活動の工

夫 

・学習意欲を喚起することができるような導入を考えていきたい。▲ 

Ｂ：学習環境 ・完成品を展示して学習意欲の高揚を図る。▲ 

文責  工藤 恵喜夫 



高等部 作業学習「かぜのつば社 ハンドクラフト部 縫製班」 

単元構想図 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

単元名「ランチトートとポケットティッシュケースを作ろう」 
 時数 

単元名 活動内容 主な目標 

ランチト
ートとポ
ケットテ
ィッシュ
を作ろう 

・ランチトート、ポケットティ 
 ッシュケースの製作 
・さをり織り 
・ミシン掛け 
・アイロン掛け 
・仕上がりの判断 
・挨拶、返事、身だしなみ 
・報告、相談、依頼の話し方、
態度 

・目標設定、自己評価 

 
・自分が担当する工程で気を付けるべきことが分かり、 
 同じ失敗をしないよう気を付けて取り組む。 
・指示の内容を正しく理解し、手順に沿って取り組む。 
・「できました」「教えてください」などの単純な報告、
質問、依頼から、「何がどうなっているのか」など、取
り組みの状態を含めた報告、質問、依頼ができる。 

 
 
36時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

生徒、保護者の思い・願い 
 

 

目指す生徒の姿 
自分が担当する工程で気を付けるべきことが分かり、 
よりよい製品づくりを目指して取り組む姿 

教師の思い・願い（育みたい力） 

・担当する工程の内容が分かり、よりよくす

るための方法を考えて取り組む力 

・一緒に作業する人と報告や相談などの関わ

りをもち、仕事を進める力 

 

 

自分でできる
ことを増やし
たい。 

 

働くために必要な

力をつけたい。体

力、態度面、技能面 

 

単元づくり 
 

具体的な支援 
 

「よりよい製品」がどのようなもの

か、考える姿を育てるために 

・作業場面をとらえ、「よい（合格）」、

「やり直す必要がある」の規準を示

す。教師と一緒に取り組みを振り返

る場面を設ける。 

相手と適切に関わりをもちながら作業

する姿を育てるために 

 

・道具や材料、工程の名前、作業の状
態について、自分で説明したり、報
告したりする場面を大切にする。 

 
・何をどのように報告するのか、場面
を捉えて教える。 

やりがい、張り合いをもって 
取り組む姿を育てるために 
・完成までの工程が比較的少なく、数
多く作ることができるポケットテ
ィッシュ製作を中心に作る。 

・手にとってもらえるが、高価なため 
 売れにくいトートバッグから、売れ
やすい範囲の価格でランチトート
を製作し、売れる喜びを感じられる
ようにする。 

集団の一員としての役割を果たす姿を育てるた

めに 

・失敗した場合に、また同じ失敗をしないよう、 

 生徒自身が原因を理解できるようにすること

で、全体の作業効率、出来高を上げる。 

・工程をミシン掛け、さをり織りの分担制にする

ことで、個々の生徒の技術を高めるとともに、

製品の完成度の向上を目指す。 

 

  キャリア発達段階との関連 

① 集団の一員としての役割遂行 

       （将来設計能力） 

② 職業生活に必要な習慣形成 

（将来設計能力） 

③ 集団参加（人間関係形成能力） 

自分に合った仕事

を見つけたい。 
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(1)授業概要 

  縫製班では、さをり織りを取り入れた製品を製作している。さをり織りはやり直すことが可能

な活動であり、製品の付加価値を高めている一方で、正しい織り方を習得するために、理解力や

集中力、分からない場合に確実に質問する力などが必要な活動である。また、ミシン掛けの活動

においても、細かな技能が求められる。製品の質を高めるために、場合によってはやり直すこと

も生徒に指示している。そこで、生徒自身が何をどのようにするとよいのかをよく理解すること

で、より「正確に」「間違えずに」取り組めるようになり、取り組みの質も向上すると考え、本単

元で集中的に指導したいと考えた。授業では、何をどうするのか、生徒自身が基準に照らして判

断し、よい状態とやり直す必要がある状態が分かること、正しく説明できるようになることを目

指し指導にあたった。 

(2)授業実践 
―授業Ⅰからー 

何を生徒に求めるか、ねらいは明確にあったが、教師自身も作業をしている場面で、理解の浅 

い生徒に対する支援が不足していた。何をどうするか、作業の始めにおさえる他、作業中にも指 

 示したことに対しどう取り組んでいるか、TTで生徒の取り組みを見届ける必要がある。 

①授業者の自己評価 

   ＊Ａ：授業の設計  Ｂ：授業実践  ○：効果があった支援等  ▲：改善を要する支援等 

②改善の視点 

視点 具体 

Ｂ：学習活動の工夫 ・何をどのようにするのかが分からず、作業日誌に内容を書けない生徒への 

対応→作業日誌に具体的に何をどうするのかを書く欄を設定 作業内容

を生徒の理解度に合わせて言葉で押さえる 説明する力の向上 

Ｂ：TTの機能 
・生徒自身が自分で判断しているかどうか、また、基準に照らして考え、判

断しているかを見届ける Aさんに指示を出した Tが見届ける 

 ―授業Ⅱからー 

○授業者の自己評価 

 自分が何をどのようにすればいいのかが分かるよう、作業日誌を書く時間と目標を確認するた

めの時間を増やした。立てた目標について、実際に取り組めているか教師が見届けすることで、 

次にどうすればさらによくなるか、生徒が考え、自分自身の実感として話せるようになった。 

(3)成果と課題 

 ①成果 

  作業日誌を活用し、工程担当の教師（T1,T2)と作業内容や目標を確認する時間を増やしたこと 

 で、その日の作業で何をどうすればゴールなのか、生徒自身がよく理解することができた。自分 

  で判断してから教師に最終報告できるようになった。どのような状態が「よい」のかを理解する 

 ことで、作業の間違いがなくなるよう注意して作業に取り組み、技能向上につながった。 

 ②課題 

 ・生徒が十分にできる技能、バッグ生産に必要な工程よりも少ない工程で生産することができる 

  製品開発（作業効率の向上）  

・教師が質問して生徒が答えるだけでなく、生徒自身ができるだけ詳しく製品の状態を説明する 

場面の継続                   

                               文責   小林 紀子 

視点 自己評価の内容 

Ｂ：学習活動の工

夫 

・何をどうするのか理解不足の生徒 Aさんに対する対応を考える必要あり▲ 

・教師主導の発信のみならず、生徒が考えて話す場面の設定で報告の力向上○ 

Ｂ：TTの機能 ・指示を出したら、生徒が取り組めているかどうかＴＴでの見届け必要▲ 
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高等部  作業学習  「かぜのつば社  ネイチャークリエイト部  陶芸班」           

単元構想図  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

単元名「 製品（さんま皿、小判皿、小鉢、スープ皿、葉っぱ皿、もみじ皿）を作ろう 

～よねやハッピータウン店での販売会に向けて～ 」 時数 

小単元名 活動内容 主な目標 

１ 横養祭に

ついて振り

返ろう 

・横養祭販売会の振り返り 

・今後の製品作りに向けての
話し合い 

・横養祭での販売会の売り上げ成果を基に、次の販売会
に向けて作る製品について考え、話し合う。 ５時間 

２ よねや販

売会に向け

て製品を作

ろう 

・販売会に向けての製品作り ・販売会の振り返りを基に、仲間と協力しながら製品を
作る。 

・自分の担当する作業工程に責任をもって取り組む。 

・必要に応じて互いに教え合ったり、自ら考え判断した
りしながら作業に取り組む。 

・態度に気を付けて、挨拶や返事、報告をし、製品の仕
上がりを意識して作業に取り組む。 

３４時間 

 

３ 製品を納

品しよう 

・納品に向けての確認作業 

・頑張りを評価し、班全体で
共有 

・事務局へ納品 

・納品に向けて、完成した製品を全員で見合い、表面の
ざらつきやひび割れがないかを確認する。 

・自己評価したり、全員で互いの頑張りを認め合い共有
したりすることで、満足感や達成感を味わう。 

２時間 

 

 

 

 

 

 

生徒、保護者の思い・願い 
 

 

目指す生徒の姿 
①自分の役割を果たすことで班への所属感をもち、製品への完成に向けて仲間と協力して取

り組む姿 

②挨拶や返事、報告、質問などを我に応じて適切に行うとともに、自ら考え判断しながら作

業進める姿 

教師の思い・願い（育みたい力） 
・働く上で必要なルール（挨拶、返事、報告、質問などを

場に応じて行う）を身に付けてほしい。 

・自分の役割に責任をもって取り組んでほしい。 

・仲間と協力することの大切さや一緒に働く喜びを味わっ

てほしい。 

・できるだけ自分たちで考え、判断して作業を進めてほし

い。 

・作業学習において満足感、達成感を積み重ねることで、

様々な活動に対する自信と意欲につなげてほしい。 

新しい工程に
挑戦してみた
い！ 

 

仲間と楽しみながら

仕事がしたい！ 

 

丁寧に作業に取

り組みたい！ 

単元づくり 
 

具体的な支援 
 

自ら考え判断しながら作業を進めるために 

・成形の工程において、自ら考え判断しながら作業

を進めることができるように、製品の見本を置

く。 

・具体的な目標として意識し、自分で評価しやすい

ように、作業指示書に発注数と出来高を記入する

欄を設ける。 

・生徒同士が互いに声を掛け合って作業を進められ

るように、互いの様子が見える作業環境を設定す

る。 

・生徒間でやりとり（挨拶、返事、報告、質問等）

ができるように、教師がやりとりの具体的な手本

を示したり、生徒同士のやりとりで良かった場面

を、その場で即時に称賛したりする。 

自分の役割をしっかり理解して作業に

取り組むために 
・その日の自分の作業内容が分かるように、

ホワイトボードに作業工程名、発注数、写真

カード、名札を掲示する。 

・工程の流れを全員が理解できるように、工

程順に作業場所を配置する。 

・自分の担当する工程に責任をもって取り組

めるように、作業指示書を渡す。 

一人一人が自信をもって安心して作業に取り組む

ために 

・一人一人の実態に応じた支援や称賛、励ましを行う。 

・失敗しても大丈夫だよという言葉掛けと励ましを行う。 

・本時の振り返りと次時に向けた意欲喚起ができるよう

に、生徒の実態に応じて作業日誌の書式を工夫する。 

キャリア発達段階との関連 
①役割理解（情報活用能力） 

①やりがい（将来設計能力） 

②意思表現（人間関係形成能力） 

②自己選択（意思決定能力） 

納得のいくお皿を

作りたい！ 
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(1)授業概要 
  陶芸班では、自分の役割を果たして（情報活用能力）、仲間と協力しながら製品作りを行うこ

と、そしてそれを通して共に働く喜び（将来設計能力）を味わうことをねらいとしている。作業

内容は、一人一人同じ作業工程を継続することが中心であるが、その日の生徒の状態に合わせて

いくつかの工程を組み合わせたり、生徒の成長に応じて新たな工程に挑戦したりして行っている。

作業学習における満足感や達成感の積み重ねは、様々な活動に対する自信と新たなことに挑戦し

ようとする意欲につながると考える。さらに、自ら考え判断したり、仲間との関わりを楽しみ、

助け合ったりすること（人間関係形成能力）は、卒業後の自立と社会参加につながると考え、本

単元を設定した。 

(2)授業実践 
―授業Ⅰからー 

「よねや販売会に向けて製品を作ろう」という内容で取り組んだ。生徒の実態に合わせて一人

一人が自信をもって取り組める作業工程を設定し、昨年度に引き続き、作業指示書に沿って取り

組んでいる。それによって、その日の作業で何をいくつ作ればよいか、自分のやるべきことが明

確になるので、見通しをもって集中して取り組むことができている。しかし、障害の重い生徒へ

の作業工程の設定に関しては、教師側の教材研究及び工程分析が不足していたため、今できる工

程に繰り返し取り組むことしかできなかった。今後は活動に広がりをもたせることが課題である。 

①授業者の自己評価 

   ＊Ａ：授業の設計  Ｂ：授業実践  ○：効果があった支援等  ▲：改善を要する支援等 

②改善の視点 

視点 具体 

Ｂ：学習環境 ・人との関わりを好む生徒に対して、工程やそれに伴う動線を増やすことで、

生徒同士の関わりが増えた。 

Ｂ：学習環境 
・文字を書くことが苦手な生徒には、自分の担当する作業工程の写真を貼る形

式の作業日誌を用意する。→作業日誌の改善 

 ―授業Ⅱからー 

○授業者の自己評価 

  人との関わりを好む生徒に対しては、新たな工程へチャレンジしたことで動線が増えたり、そ

のことで人との関わりが増えたりすることにつながり、以前にも増して作業への取り組みがスム

ーズになった。全生徒の可能性を最大限引き出せるように、教材研究や工程分析が必要である。 

(3)成果と課題 

 ①成果 

 ・生徒の実態に合わせた書式の作業日誌を用意したり、出来高を記入した作業指示書を日誌に貼

ったりすることで、一人一人がその日の目標達成度を明確にすることができた。 

→次時への意欲付け 

 ・生徒同士が関わりをもてるような動線を確保し配置することで、互いの作業場面を見ながら認

め合う姿が多く見られた。→共に働く喜び 

 ②課題 

 ・確実にできることに繰り返し取り組むだけではなく、少し難しい課題に挑戦したり、生徒の活

動に広がりをもたせたりできるように、これまで以上に工程分析をしっかりと行う。 

視点 自己評価の内容 

Ａ：授業構想 ・生徒の実態及び障害特性をしっかりと把握した上で、作業内容を考える必要があった▲ 

Ｂ：学習環境 ・工程の流れを全員が理解できるような作業場所の配置○ 

・生徒同士が関わりをもてるような配置○ 

Ｂ：学習環境 ・販売会までのスケジュール提示及び作業指示書の提示○ 

・教材研究の不足、生徒の可能性をより引き出せるような教具の準備▲ 

・生徒の実態に合った作業日誌の書式工夫▲ 

文責  高澤 衣久子 
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生徒、保護者の思い・願い 

 

・苦手な仕事にも挑戦したい。 

・同じ仕事を集中して決められた時間いっぱ

いできるようになりたい。 

・一人でできることを増やしたい。 

・仲間と楽しく仕事がしたい。 

高等部  作業学習  「かぜのつば社  ハンドクラフト部  レザー班」  
 

単元 構想 図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単元名            「 風の翼ショップで販売しよう④ 」 

小単元名 活動内容 主なねらい 時数 

「販売会に

向けて作戦

を練ろう」 

・前回の販売会 
の振り返り 

・今後の製品作りに 
ついて話し合う。 

・どんな製品が売れるのか、どんなことに気を
つけて製品作りをしていくのか、ということ
に自分たちで気付く。 

・見通しをもって製品作りに取り組む。 

 
２ 
時間 

「風の翼シ

ョップに向

けて～販売

会に向けて

製品を練ろ

う～」 

・販売会に向けて製品

作りをする。（刻印、

染め、磨き、縫い、

仕上げ、成形等） 

 

・「石山ホンダ  

キーホルダー」作り 

・製品の完成や納品に向けて、自分の仕事が分
かり、自分の役割を果たそうとする。 

・お客様の手元によりよい物を届けるために、
前回の販売会の振り返りで出た注意点を意識
しながら、製品を作る。 

・納期に間に合うように、販売会までのスケジ
ュールを確認し、友達の工程を手伝ったり、
役割分担をしたりしながら進める。 

・報告や相談をする場面やタイミングが分か
り、教師に伝える。 

 
 
 
 
３２ 
時間 

 

「製品を納

品しよう」 

・製品を見合い、全員
で確認する。 

・頑張りを評価し、全
体で共有する。 

・納品する。 

・販売会に向けて、完成した製品を全員で見合
い、染めむらや縫い目のずれ、仕上げ不足、
金具の不具合などがないかチェックする。 

・自己評価をしたり、全員で頑張りを共有した
り、認め合ったりする中で満足感や達成感を
感じる。 

 
２ 
時間 

教師の思い・願い（育みたい力） 
・自分の担当する工程(役割)の、製品作り全体の中での

位置付け(活動の中での位置付け)を理解し、責任をも

って取り組む力を付けてほしい。 

・その生徒なりの手掛かりを見つけ、自分で仕上りの目

安が分かったり、自分から報告したりできるようにな

ってほしい。 

・一緒に作業する生徒同士で、教え合ったり、認め合っ

たりしながら、同じ目標に向かって活動する（協働す

る)喜びを感じてほしい(働く喜び)。 

目指す生徒の姿（夢中になる姿） 

・（自分なりの）手掛かりを基に、自分で判断したり、報告したりし

て自ら活動に取り組む姿。 

・仲間と教え合ったり、製品の完成を喜び合ったりする中で、自分の

役割が分かったり、認められることの喜びを感じたりして、働く意

欲をもって取り組む姿。 

単元づくり 

具体的な支援 

①活動への見通しをもつための学習環境 

・自分の担当工程と、完成までの工程の流れ

が分かるための支援(工程表、製品写真、

工程写真等) 

・友達の工程が見える座席配置 ③自分の目標の明確化 

・ステップアップが見える目標の設定と振

り返り 

②単元のゴール(目標)への見通し意欲喚起の

ための支援 

・販売会や納期を意識するための支援(カレン

ダー、納期、完成品の提示、売上表、等) 

・外部企業からの受注製品の製作 

キャリア発達段階との関連 
 

①習慣形成（将来設計能力） 

②集団参加（人間関係形成能力） 

②意思表現（人間関係形成能力） 
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(1)授業概要 
   ハンドクラフト部レザー班は、生徒の実態差が大きく、昨年度と同じ製品作りや作業内容で

行っていくことは難しいと考えた。そこで、生徒の実態・ねらいを再確認し、それと照らし合

わせながら製品の種類、作業工程等を見直し、一人一人が担当する作業工程を理解し、最後まで

責任を持って仕上げようとする姿、作業ミスを軽減しようとする姿、姿勢や話し方に気を付けて報

告しようとする姿を目指して授業を行った。 

(2)授業実践 

―授業Ⅰからー 

①授業者の自己評価 

生徒一人一人が自分のやることは理解して意欲的に学習に向かっている。しかし、やって 

いる工程の意味について理解していないため、生徒の目標と教師のねらいの摺り合わせをより

高めつつ工程の意味を理解できるよう指導していきたい。販売会等の納期を意識させつつ、お

客様に喜んでもらえる製品作りができるよう今後も意欲づけしていきたい。 

   ＊Ａ：授業の設計  Ｂ：授業実践  ○：効果があった支援等  ▲：改善を要する支援等 

②改善の視点 

視点 具体 

Ａ：単元づくり ・生徒一人一人の目標と教師のねらいの整合性 

Ｂ：学習活動の工夫 

・実態に応じた作業工程の設定 

（佐・利…マネージャー係を作り、出来高表に使用する磁石の準備や縫製

班で使うクッション材を作成等の仕事を起こした。） 

Ｂ：学習環境 

・掲示物の精選 

・座席配置の変更 

（佐・利…全体が見られる場所に変更と各教師の支援内容に合わせた配置） 

 

 ―授業Ⅱからー 

○授業者の自己評価 

  作業内容を見直し、生徒の実態に合った工程を基にした製品を新しく作ったことにより、そ

の工程に自信をもって取り組み、作業全般に集中して取り組むことができるようになってきた。 

さらに、座席の配置を変更したことで、友達を手伝ったり声を掛けたりする場面も見られる

ようになった。他の生徒たちも３年生の手本となる生徒を中央に配置したことで、細かい部分

を教えてもらったり、技術を模倣したりとお互いに教え合う姿が自然と見られるようになって

きた。一人一人が自分のやることが分かり、やっている工程の意味を理解し意欲的に活動に向

かった。 

(3)成果と課題 

 ①成果 

  抽出生徒である渡・昌は、自己評価と教師による他者評価が一致する場面が増え、本人の自己

肯定感が高まったと感じられた。それにより、自分の仕事に達成感をもち、班の友達を手伝った

り、声を掛けたりする姿が見られるようになった。 

 ②課題 

  実態に応じた作業内容（特に重複障害の生徒）の見直し 

視点 自己評価の内容 

Ａ：単元づくり ・納期や個数（目標）の意識化○ 

Ｂ：学習環境 ・個別の実態に応じたみがきの回数や時間が分かるようなカード作成○ 

Ｂ：学習活動の工夫 ・個別の実態に合った工程▲ 

文責  佐藤 香菜子 
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高等部 作業学習 紙工班「製品を作ろう②横養祭、よねや販売会にむけて」 

単元構想図 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

単元名「 製品を作ろう② 横養祭、よねや販売会に向けて 」 
時数 

小単元名 活動内容 主な目標 

「横養祭
で販売し
よう」 

・牛乳パック回収、解体 ・フィルムはがし、紙ちぎり 
・紙すき、アイロン掛け ・パルプ液作り 
・製品作り（ポチ袋大・小、メモ帳、メッセージカード・
封筒、オイル吸ポイッと）  

・ラッピング、販売準備 

・自分の担当する仕事に責任をも
って取り組む。 

・自分なりの方法で、相手に伝わ
るような挨拶、返事、報告、相
談をする。 

７６ 
 

 

 

「横養祭
を振り返
って」 

・「横養祭」を振り返り、改善点などについて話し合う。 
・話合いを受け、次回の販売会に向けて、作業に取り組
む。 

 

・販売会の様子や売り上げなどか
ら、製品作りをする上でのポイ
ントを知る。 

 

４ 

「よねや
で販売し
よう」 

・牛乳パック回収、解体 ・フィルムはがし、紙ちぎり 
・紙すき、アイロン掛け ・パルプ液作り 
・製品作り（ポチ袋大・小、メモ帳、メッセージカード・
封筒、オイル吸ポイッと）  

・ラッピング、販売準備 

・自分の担当する仕事に責任をも
って取り組む。 

・自分なりの方法で、相手に伝わ
るような挨拶、返事、報告、相
談をする。 

４５ 
 

「よねや
販売会を
振り返っ
て」 

・「横養祭」を振り返り、改善点などについて話し合う。 
・話合いを受け、次回の販売会に向けて、作業に取り組
む。 

・牛乳パック回収、解体 ・フィルムはがし、紙ちぎり 
・紙すき、アイロン掛け ・パルプ液作り 
・製品作り（ポチ袋大・小、メモ帳、メッセージカード・
封筒、オイル吸ポイッと）  

・ラッピング、販売準備 

・販売会の様子や売り上げなどか
ら、製品作りをする上でのポイ
ントを知る。 

・自分の担当する仕事に責任をも
って取り組む。 

・自分なりの方法で、相手に伝わ
るような挨拶、返事、報告、相
談をする。 

２５ 

 

 

 

 

 

 

生徒、保護者の思い・願い 
 

 

目指す生徒の姿 
① 自分の仕事が分かり、集中して作業する生徒 
② 自分の気持ちや考えを相手に伝えようとする生徒 

教師の思い・願い（育みたい力） 

・みんなと同じ場で落ち着いて活動できるよ

うになってほしい 

・短時間でも自分の担当する仕事に責任をもっ

て最後までやり遂げる力を付けてほしい 

・挨拶、返事、報告、相談、身だしなみなど

を身に付けてほしい 

みんなと一緒
に活動したい 

 

たくさん買ってもら

える製品を作りたい

たいむ 

 

単元づくり 
 

具体的な支援 
 

一人一人が活動に向かうために 
・「できる」作業内容の設定 
・ニーズに沿った個別支援（補助
具の工夫、個に応じた言葉掛け
など） 

落ち着いて活動に向かうために 
・座席の配置と教師の配置の工夫 
・見通しをもって取り組むことが
できる視覚的支援（補助具やタ
イマー等の使用） 

・個に応じた休憩時間の設定 

 

販売会への意欲付け 
・出来高表などの掲示物の工夫 
・個に応じた称賛や励まし 

キャリア発達段階との関連 

① 集団参加・協力・共同 

（人間関係形成能力） 

② 場に応じた言動（人間関係形

成力） 

自分の気持ちを相手に伝えるために 
・個に応じた挨拶、返事が定着する
ように繰り返し取り組む 

・報告、相談をする場面設定 

自分の仕事を覚えたい 
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(1)授業概要 

  紙工班は、体調管理や情緒の安定が最優先となる重度・重複障害の生徒が多い。そこで、本単

元では、「アート＆クラフトフェア」での販売に向けて、生徒それぞれが自分のやるべき仕事が分

かり短時間でも集中して取り組む姿や友達と協力（友達を意識）して取り組む姿を目指し、展開

している。【集団参加・協力・共同、意思表現】 
 

(2)授業実践 
―授業Ⅰからー 

どの生徒も自分のやるべき活動が分かり、落ち着いて作業に取り組むことができるようになっ

てきた。繰り返し取り組み、定着を図っていきたい。また、納品目標数や出来高を掲示すること

で、意欲をもって取り組む生徒もいた。販売会に向けて仲間と一緒に取り組んでいるという気持

ちを少しずつでも育てていきたい。 

 

①授業者の自己評価 

   ＊Ａ：授業の設計  Ｂ：授業実践  ○：効果があった支援等  ▲：改善を要する支援等 

②改善の視点 

視点 具体 

Ａ：単元づくり ・｢育てたい姿｣を明確にし、スモールステップを踏んで、確実に身につくよ

うに目標設定を具体的にした。（ＴＴによる話し合いの場を設定した。） 

Ｂ：学習環境 ・生徒の実態、作業内容、人間関係などを再考し、生徒の座席配置と教師の

担当及び立ち位置を決める。 
 

 ―授業Ⅱからー 

○授業者の自己評価 

 ｢横養祭｣での販売活動を経験したことにより、「たくさん作って、販売したい」という意欲の高

まりが見られた。製品作りでは、繰り返し取り組むことで作業内容が分かり、目標がステップア

ップした生徒が多い。また、自分なりの方法で報告する（相手に伝えようとする）姿も増えた。 
 

(3)成果と課題 

 ①成果 

 ・個々の生徒に合った作業内容の精選、教材教具の準備などができ、それぞれが自分の仕事が分

かって取り組む姿が見られた。 

 ・繰り返し取り組むことや個に応じた作業ペースを見極めることで、見通しをもち安心して自分

の仕事に取り組むことができた。 

 ・販売会に向けた製品作りの他に、新製品の開発に取り組んだことで、生徒の意欲を引き出すこ

とができた。 

 ②課題 

 ・個々の生徒の「育てたい姿」を明確にし、現在どの段階にあるのかを再確認してスモールステ

ップでの目標設定をする。話し合う時間の確保について。 

・生徒の意欲を喚起するような始めの会のあり方について。 

文責  笹山 友美 

視点 自己評価の内容 

Ａ：授業構想 ・個々の実態を踏まえた本時のねらい及び作業内容の設定ができていた。 ○ 

Ａ：単元づくり ・個々のねらいが具体性に欠けていた。 ▲ 

Ｂ：学習環境及び

ＴＴの機能 

・Ｔ１の立ち位置が、全体を把握できる場所ではなかった。 ▲ 

・生徒が集中して作業できる座席配置に検討の余地があった。 ▲ 
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高等部  作業学習  「かぜのつば社  事務局」  

単元構想図  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

単元名「よねや販売会に向けて～かぜのつば社を広めよう～」 
時数 

小単元名 活動内容 主な目標 

「横養祭につ
いて振り返
ろう」 

・横養祭販売会の振り返り 
・今後の販売会にむけての企画会
議 

・横養祭での販売会の売り上げ成果やお客
様の声を基に、次の販売会に向けて「か
ぜのつば社」広めたり、製品を売り込ん
だりするための戦略を話し合う。 

５ 

「よねや販売
会に向けて
の準備をし
よう」 

・製品の管理（納品受付、在庫表） 
・値札作成、ラッピング 
・ポスター制作 
・製品レイアウトの検討 
・チラシ作成 
・景品作り 
・実演販売の準備 
・研修会の企画運営 

・各部署の製品を預かり、自分たちで販売
会の準備をしようという気持ちをもつ。 

・実演販売や景品の準備をすることで、お客
様に対しておもてなしの気持ちをもつ。 

・多くの方に「かぜのつば社」の取り組み
を知っていただくための取り組みを考え
る。 

・社員の接客技能向上のための研修会を企
画運営をして社員の意識を高める。 

４５ 

「販売会を振
り返ろう」 

・在庫確認、売上金の計算 
・販売分析 
・かぜのつば社通信の発行 

・販売会でインタビューや接客を通して、
気づいた事やお客様からの声をまとめる
ことで、改善点を考える。 

・販売会での成果や課題を各部署へ伝達し、
改善策を吸い上げることで次の販売会に
生かす。 

９ 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)授業概要 

 

 

(1)授業概要 

生徒、保護者の思い・願い 
 

 

目指す生徒の姿 
①事務局として仕事をする中で、働くために必要なことを実感した
り、自ら実践したりする姿。 

②仲間と意見を交換したり、一緒に協力して取り組んだりすること
で、自分の役割を果たし、認められる喜びを感じ、働く意欲をも
つ。 

教師の思い・願い（育みたい力） 
・一人一人が自分のやるべき仕事を理解し、
自分の仕事に責任をもって最後までやり遂
げてほしい。 

・目の前の状況を判断し、必要に応じて自分
から報告や相談をしてほしい。 

・自分が出したアイディアや企画したことを
実行することによって達成感を感じ、次に
向けて少しずつ改善しようという気持ちを
育みたい。 

冷静に判断で
きるようにし
たい 

研修会の企画を
みんなと協力し
て考えたい 

 

 
根気強く頑張
りたい。 

単元づくり 
 

具体的な支援 
 

働く喜び、働く意欲につながる
ように 
・生徒のアイディアを取り入れ
た企画の実施 

・他の部署と関わりの場面設定 

活動への見通しと目標設定のため
に 
・役割や目的を明確にする。 
・日程、スケ－ジュールの提示 

自己課題認識に向けた 
・即時評価 
・自分で考えて判断する場面の設定 

意欲の喚起に向けて 
・iPadなど ICTの活用。 
・外部テナントとの連携 

 

キャリア発達段階との関連 

①課題解決（意思決定能力） 

②集団参加（人間関係形成能

力）やりがい（将来設計能力） 

集中力を高め

たい 

 

 

 

 

社会人としての基本的なマナー
習得のために 
・朝礼での挨拶の練習 
・適切な報告、連絡、相談の掲示 
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  前回の販売会評価を基に企画会議を設定し、「かぜのつば社」の製品や取り組みを更に広める

ために、アンケート・販売傾向から、次の販売会での企画や改善点を全員で検討した。その中

で「お客様に笑顔を届けよう」というテーマを掲げ景品やポスター、チラシ作りを進めた。販

売会等を目指し、自分の目標をもって役割を果たすことで、目の前の課題や目標が達成された

喜びだけでなく、お客様に喜んでもらえるという、より広がりのある喜びや達成感を得られる

のではないかと考えた。また、互いに協力して作業する中で、報告や連絡、相談する場面では

何のために報告や相談をするのかを意識させることで、必要な支援を適切に求めたり、相談し

たりする表現力（人間関係形成能力）を高めることができるのではないかと考え、本単元を設

定した。 

(2)授業実践 
―授業Ⅰからー 

「横養祭に向けて、お客様に笑顔を届けよう」という内容で取り組んだ。他の部署と違い、販

売企画、準備や広報を行う事務局の役割を強く意識できるようになった生徒も出てきた。生徒

の卒業後の生活を意識し、興味関心をもとにパソコンやはさみで切る、紙を折るなどの作業を

取り入れて行った。作業にはめ込んでしまっている生徒も一部おり、現在の発達段階や内面を

喚起し、ＴＴ間で指導体制や作業内容を選定していくということが課題である。  

①授業者の自己評価 

   ＊Ａ：授業の設計 Ｂ：授業実践  ○：効果があった支援等  ▲：改善を要する支援等 

②改善の視点 

視点 具体 

Ａ:授業構想 ・生徒の興味関心や将来を見据えての作業内容の選定。景品作りでモチベーションＵＰ。 

Ｂ:学習活動の工夫 ・自分が行う作業の意味づけ（何のために）を丁寧に確認する。 

Ｂ:学習環境 ・報告をする必要性や作業内容を考慮した動線や作業場所の設定。 

・自分が担当している作業内容の経過や成果が分かるような記録を残す。（ＰＣでの作業

途中の画面をプリントアウトする。Ｇ・男、Ｈ・男） 

 ―授業Ⅱからー 

○授業者の自己評価 

販売会に向けて「かぜのつば社を広げよう」というテーマで、事務局として全員が協力して取

り組んだ。何のためにその作業をするのかを毎回朝礼で確認することで目的意識や働く意義や意

欲につながった。しかし、何のための作業なのかを何となく理解しているが、質問された際に答

える事が難しい生徒もいたので、相手に自分の気持ちを分かりやすく伝える技術も更に伸ばして

いきたい。 

(3)成果と課題 

 ①成果 

 ・毎回目的意識を確認することで、事務局としての役割、自分の役割の理解が深まった。また、

事務局の作業特性を生かした多様な作業種を取り入れることで、意欲が高まった。 

 ②課題 

 ・必要な場面において自分で考え、判断できるように先生の言葉掛けや、考えるヒントになる仕

掛けを作る。 

・事務局の取り組みを分かりやすく、作業内容を精選する。（取り組みの紹介を掲示する等） 

視点 自己評価の内容 

Ａ:単元づくり ・障害特性を踏まえ生徒の良いところに着目した作業内容が少なかった▲（Ｄ・男） 

Ｂ:学習活動の工夫 ・何のための作業か生徒自身が目的を理解するしかけや手立てが足りなかった▲ 

Ｂ:学習環境 ・刃物を使う作業の周辺での動線が適切ではなかった。Ｔが進捗状況を確認しづらい▲ 

文責  塚本 竹美 



- 50 - 

 

 

                      題材構想図 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

題材名「 揺れてみよう 」 
時数 

題材名 活動内容 主な目標 

１ ボール遊

びをしよう 

・体操・マッサージ 
・ボールで遊ぶ 

・体を動かしたり緊張をゆるめたりする。 
・ボールの感触を味わったり、投げたり転がしたり
する。 

・教師や友達の呼びかけや関わりに対し、視線を向
けたり、発声などで思いを表したりする。 

 
 
２ 

２ ゲームを

しよう 

・体操・マッサージ 
・バランスボールでキャッチボ
ール 

・ボール入れゲーム 

・体を動かしたり緊張をゆるめたりする。 
・ボールを握ったり、投げたりしながらかごの中に
入れる。 

・教師や友達の呼びかけや関わりに対し、視線を向
けたり、発声などで思いを表したりする。 

 
 
 

１１ 
 

３ 発表会を

しよう 

・体操・マッサージ 
・個別の課題 

・個別の課題を友達の前で取り組む。 
・友達の活動に視線を向けたり、自分もやってみた
いという思いをもったりする。 

 
１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

生徒、保護者の思い・願い              
・安心して元気に暮らしたい。 
・色々な人と関わりに慣れていきたい。 
・楽しく安全に体を動かしたい。 

目指す生徒の姿 
・自分の活動が分かり、安心して取り組んだり活動を楽しんだりする
姿。 

教師の思い・願い（育みたい力） 
・人と関わりながら活動する力 
・自分の方法で、意思表現する力 
・体を動かしたり、動かそうとしたりする力 

   題材づくり 
 

具体的な支援 
 

安心して活動するために 
・活動場所を固定し、活動の場所を理解しや
すいようにする。 

・生徒に応じた体操・マッサージを実施する。 
・言葉掛けを工夫（声の大きさや話しかける 
タイミング）する。 

活動に見通しをもつために 

・活動の流れを一定にする。 

・視覚的支援（写真等）を用意したり

タイマーを活用したりする。 

他者を意識するために 

・活動時の座る位置を工夫し、互いが見える

ようにする。 

・他者と関わる課題設定の工夫。 

・生徒が見えやすかったり、声が聞こえやす 

かったりする場所で支援する。 

達成感を感じるために 

・分かりやすい課題を設定する。 

・即時評価をする。 

キャリア発達段階との関連 

①人との関わり・意思表現 

（人間関係形成能力） 

②生きがい・やりがい 

（将来設計能力） 

高等部 作業学習 「かぜのつば社 研修部」 
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(1)授業概要 
   合同の自立活動の時間は火・木曜日の５・６校時に実施され、１年生２人、２年生１人、３年生４人の７人で

学習に取り組んでいる。車いすを利用している生徒が４人、自力歩行ができる生徒が３人である。自力歩行がで

きる生徒であっても、日常生活で支援を要することが多い。 

活動内容を選定するにあたって、生徒の実態と本人や保護者、学級担任の願いを参考にするとともに、高等

部で社会人としての生活が間近に迫っているということを考慮する必要があると考えた。今年度は、集団での

活動を通して、情緒を安定させたり身近な人に対してのコミュケーション能力を高めたりすることをねらった。 
 

(2)授業実践 
―授業Ⅰからー 

バランスボールやフィジオロールを使って一人一人の好きな揺れを味わうことで、自分から体を動かしたり

体の動きを感じ、友達の活動を見たりすることでの周囲に対する興味・関心を高めたりすることをねらった。 

「揺れる」活動から快表情が引き出されたり、設定時間いっぱい活動したりしている姿が見られた。課題とし

て、教師の専門知識不足や本時の学習形態について、午後からの自立活動であるということの意義の共通理解

の不十分さが課題としてあげられた。 

①授業者の自己評価 

   ＊Ａ：授業の設計  Ｂ：授業実践  ○：効果があった支援等  ▲：改善を要する支援等 

②改善の視点 

視点 具体的改善内容 

Ａ:授業構想 ・午前中の活動内容や進路を考慮した授業内容の設定。 

Ｂ:題材づくり ・個別と集団で取り組む活動の設定。集団の場面は、ゲーム性をもたせて意欲を高めた。 

 ―授業Ⅱからー 

○授業者の自己評価 

 午前中作業学習に取り組んでいることから長時間車いすに乗っての活動になる。そのため、体を休める時間を

設けたりゆっくりとストレッチに取り組んだりすることが有効であると考え、生徒の卒業後の生活を想定した場

合、余暇活動につながっていくような集団活動が必要なのではないかと活動を想定した。そこで、体操の後に生

徒が好きな遊具であるボールを用いたゲーム性のある活動に取り組んだ。生徒によっては、ゲームに使用するカ

ゴを運んだり点数を計算したりする係も設けた。繰り返し活動したことにより活動に見通しができ、ゲームの技

術が向上したり、友達の結果を見て拍手したり悔しがったりする場面が見られた。 
 

(3)成果と課題 

 ①成果 

・生徒が好きな活動を精選し、繰り返したことにより活動に見通しがもちやすくなり、生徒一人一人が楽し 

んだり意欲をもって活動したりする場面が増えた。 

・個別の自立活動を設定している生徒は、集団と個別の学習のねらいが明確になり適切な評価につながった。 

・集団での活動では、ダイナミックな活動ができ、生徒同士や教師とのやりとり場面も増え、個別の学習で 

は見られない人との関わりが見られた。 

 ②課題 

・活動設定や評価において医療的な視点が必要とされる生徒には、訓練の様子を見学したり保護者を通して 

の情報交換に努めたりする必要がある。 

・教師の専門知識を深めるとともに、障害を考慮してそれに応じた自立活動を展開していくことができるよ 

う、教育課程での位置づけを見直す必要があると考えられる。 

視点 自己評価の内容 

Ａ:授業構想 ・学習形態を生かしきれていない。設定時間が考慮されていない。▲ 

Ｂ:題材づくり ・個の学習場面が多く、集団での大きなゴールが見えにくい。▲ 

 

文責  遠山 成子 
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３ 研究のまとめ 

（１）成果 

     今年度の研究の結果、次のような生徒の姿を引き出し、個の変容や集団としての変容につ 

   なげることができた。 

    ・自分の担当する工程が分かり、自分から道具を準備し、活動に取り掛かる姿 

    ・求められた時間いっぱい活動に取り組み、活動を積み上げることができる姿   

    ・十分に作業が自分ででき、規準と照らし合わせて製品の良否を考えたり、判断したりす

る姿 

     ・自分が取り組んでいることの目的が分かり、使う人の立場になって考える姿 

    ・よりよく、多く作るための方法に気を付けて取り組もうとしたりする姿 

    ・視覚的支援や動線、補助具などの支援を手がかりにして、自分の力で取り組む姿 

     

        各班で、生徒の実態や学習集団としての実態は異なるが、各生徒の確かな変容があった。 

     生徒の変容につながった取り組みを整理すると、次のようにまとめられる。 

    ・各班で「今やることが分かり」「夢中になって取り組む姿」を明確化し、ＴＴで共有 

     各作業班で対象生徒１名を抽出し、その生徒の「キャリア発達」と作業学習で指導すべ 

きことを考える作業を通して、作業で育てたい力を明らかにし、指導に結び付けた。  

    ・将来や卒後の生活を見通し、「育てたい力」を設定し、指導に反映  

     従来あった工程に生徒の今の実態を当てはめる考え方ではなく、生徒の実態から何をど 

こまで作業学習において育てるのか共有した。技能面の指導に止まらず、生徒の卒業後 

の生活、職業生活を豊かにするための力に目を向けるという考え方の共有ができた。 

     さらに、始めに作業内容、工程ありきではなく、どんな力を育てたいのか、また、その 

力が将来の何につながるのかを検討し、指導に反映させた。 

    ・個別的、かつ多様であり、長期にわたる支援が必要である生徒の目標設定と工程の検討 

     肢体不自由、発達障害等、重複障害の生徒について、今もっている力を十分に発揮する

ための目標設定を検討、支援を整理した。作業内容、工程ありきではなく、障害特性を

ふまえ、生徒がもっている力に着目した目標設定、支援の整理を行った。工程に取り組

むために必要な力を見極め、生徒の実態、目標に応じて新たな工程、役割を起こすとい

う考え方に基づいて指導にあたった。 

     また、重複障害を併せもつ生徒に関しては、「かぜのつば社研修会」として５・６校時相

当の時間に自立活動の内容を中心に指導する時間を設けていた。この研修会の班の指導

内容について担任と授業担当との意見交換を行い、内容の柱について整理した。 

    ・個に応じた支援の整理、有効であった支援や積み重ねによって身に付く力の整理繰り返

し取り組み、単元を通して身に付いた力を次の単元に生かすなど、単元構成の見直しと

整理を行い、年間指導計画の見直しにつなげた。 

 

（２）課題 

  ①将来の姿と授業を結び付けるために、教師の目標設定の視野を広げる 

    今後も、どの生徒についても、将来や卒後と今を結び付けた目標設定と、障害特性や学習

経験、実態をふまえた支援を行う。育てたい力を低く設定せず、年度当初や単元のはじめか

らステップアップして生徒を育てるという指導観のもと、班のＴＴ全員で指導にあたる。作

業班で実際に指導している教員からの評価と、他の指導の形態における生徒の実態を摺り合

わせ、次の目標を立てて指導できる体制づくりに努める。作業班の指導者、学級担任が相互

に 情報を発信し、適時指導に生かしていく。 
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   実際に働く場や、卒後の生活の場となる場所で、どんな力が求められるのか、進路路指導主 

   事からの情報、実習の評価など、校内外から広く情報を得て、指導に反映させる。 

  ②多忙化の解消、互いに授業を見合い、意見交換できる場の確保、工夫 

    授業づくりや授業の実際におけるＴ１の役割や業務を整理し、分担することで、他の班の

授業を見たり、互いに意見を述べ合ったりできる学部環境を整える。 

 

（３）まとめ 

  研究のまとめにあたり、研究に関するアンケートを実施したところ、指導の結果として個々の 

 生徒についてよい変容が見られ、手応えを感じた教員がほとんどであった。今やることが分かり、  

 夢中になって取り組むという研究テーマに掲げた生徒の姿をひき出すために、各自職員で考え、 

 行動できたと考える。一方、学部として共有できているようで、理解が不十分であったこと、各 

 自思うところが違っていたことが「かぜのつば社」の在り方であった。今後は、指導にあたる職 

 員が変わることも想定し、作業学習の手引きにもとづき、「かぜのつば社」に関して共通理解でき 

 ているようで不十分な点を整理し、明らかにすることが必要である。 

 

 

                                 文責  小林 紀子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



小学部合同 遊びの指導 学習指導案 

 

          日 時：平成２６年１２月１２日（金）11:05～11:50 

                    場 所：体育室、なかよし広場 

                  指導者：照井聖子(T1)   鈴木朋子(T2)    雲雀登喜子(T3) 
                      大野瑞枝(T4)  金澤めぐみ(T5)  佐藤まゆ子(T6) 
                      井上裕子(T7)  岩井小百合(T8)  田口侑以子(T9) 
                      菅原美奈子(T10) 佐々木貴子(T11)  佐藤摂(T12) 
                      大川浩平(T13)  村岡静香(T14)  
 

１ 題材名   

「ふわふわランドであそぼう」   

 

２ 目標            

（１）ゴム風船や透明ビニールシートなどのふわふわした感触や動きを楽しみ、自分の好きな遊び方を

見つけたり工夫したりして存分に遊ぶ。→自己選択（意思決定能力）、やりがい（将来設計能力） 

（２）友達に声を掛けたり、順番を守ったりするという約束を守って、教師や友達と一緒に遊ぶ。

→人との関わり（人間関係形成能力）、社会資源の活用とマナー（情報活用能力） 

               

３ 児童と題材 

（１）児童について 

   １年生１名、２年生６名、３年生６名、４年生２名、５年生４名、６年生４名の計23名（男子15名、女子

８名）の学習集団である。ほぼ身辺自立ができている児童から、肢体不自由を併せ有し、日常生活で全面的に

介助が必要な児童など様々な実態の児童が在籍する。コミュニケーション面でも、言葉でやりとりできる児童

から単語や指差しで伝える児童、表情や発声で快・不快を表す児童など、実態は様々である。遊びの実態も、

感触遊びの段階の児童から一人遊び、見立て遊び、創造遊びの段階まで多様である。これまでの学部合同の遊

びの指導を通して、友達の様子を見てまねたり、新しい遊び方を見つけて遊んだりするなど、遊びの段階に広

がりが見られるようになってきている。また、友達と遊具を共有したり、貸し借りをしたりするなど、道具や

遊具を介して、関わって遊ぶ児童の姿も少しずつ見られるようになってきた。このように異学年の友達との遊

びを通し、各学級内での活動ではなかなか見られない、自発的行動や他者との関わりの広がりが出てきている。 

 

（２）題材について 

小学部では、各学級で行う小集団（４～７人）の遊びの指導の他に、週１回学部合同の遊びの指導「なかよ

し遊び」が設定されている。各学級の遊びでは、児童が比較的自由に遊んでいるが、場や遊具等が限定された

り、集団構成に偏りが見られたりする。一方、「なかよし遊び」では、場や遊具の広がりや異学年との関わり

が期待できる。このような学級と学部合同との遊びの違いや特徴を踏まえて、「なかよし遊び」では、児童が

身体活動を活発にし、自発的な活動や心理的解放につなげていくことを目指し、年間を通して、大型遊具の遊

びをベースに、紙や風船などの素材を加えた遊びを行っている。身体活動が活発に展開できる遊びを多く取り

入れることによって、一人一人が遊びの中に楽しさを見出し、時間一杯夢中になって遊んだり、自分から遊具

や友達に関わったりする姿につながっていくと考えられる。 

本題材では、素材を風船とし、体育室いっぱいに大型遊具と風船を使ったいろいろなコーナーを設置して遊

ぶ。風船のふわふわとした感触を感じる、ふくらませる、空中に飛ばすなど個々に好きな遊びを見つけたり、

体全体を使ったダイナミックな遊びを楽しんだりと、一人一人の実態に応じた多様な遊びを展開することがで

きる。そして、遊びの場を共有していく中で、友達や教師のまねをする、一緒に遊ぶ、遊具や道具の貸し借り

をするなどお互いに関わる姿を引き出していくことが期待できる。また、「なかよし遊び」では、年間を通し

て「順番を守る」「声を掛ける」といった決まりや約束を児童に伝えてきたことで、その約束を理解して遊ぶ

場面が見られるようになってきている。それが活動の中で自然にできるような場面を意図的に設定した。 

これらは、「自分の好きな遊びや活動を見つけ、進んで取り組む（意思決定能力）」、「思う存分に活動し、物

事をやり遂げようとする（将来設計能力）」、「身近な決まりやマナーに気付き、それらを守って行動する（情

報活用能力）」、「教師や友達と関わり、一緒に活動する中で自分の良いところや得意なことを表現する（人間

関係形成能力）」などといったキャリア発達と関連する諸能力の育成にもつながっていくと考える。 

以上の理由から、本題材を設定した。 



（３）指導にあたって 

 

○児童それぞれの興味・関心や実態に合わせた遊びが展開できるように、風船の素材を生かしなが
ら、いろいろな遊びのコーナーを設定したり、操作しやすい遊具や道具を用意したりする。 

○繰り返しの遊びの中で、児童の遊びが広がっていくように、児童の様子を見ながら、コーナーに
新しい遊具や道具を取り入れたり、配置を変えたりするなど変化を加えていく。 

○児童が自分から遊びに向かっていけるように、教師がモデルとなって遊ぶ様子を見せたり、誘い
掛けたりする。 

○どんな遊びのコーナーがあるのかが分かって遊びに向かっていけるように、各コーナーの写真を
貼った黒板を活動の場である「なかよし広場」に事前に掲示したり、各コーナーに看板を表示し
たりする。 

 
 

○友達に声を掛けたり、順番を守ったりするという約束が自然の流れの中でできるように、導入の
場面で、なかよし遊びの約束を確認する。 

○確認した約束を実践できるように、遊具、道具の数や大きさを調整したり、待つ場面を意図的に
設定したりする。また、足型など視覚的な教材を用意する。 

○教師と児童、または児童同士が関わりをもって遊ぶことができるように、友達の動きに注目させ
て誘い掛けたり、仲立ちをしたりする。 

 

４ 指導計画（総時数７時間 本時６/７） ※前期２時間から変更した点が網掛け 

活 動 内 容 主な目標 時 数 

○風船を使ったいろいろなコーナーで遊ぶ 
・すずらんトンネル（つり下がっている風船に触れる） 
・風船プール（風船のプールに埋もれたり、寝転んだりする） 
・ふわふわベッド（風船を入れた布団袋の上に寝る） 
・エアポリン 
・滑り台（「風船の池」に滑っていく） 
・風船ランド（割ったり、ふくらましたりして自由に遊ぶ） 
・ぽんぽんコーナー（複数の風船が入ったポリ袋をたたいて遊ぶ） 

○みんなで一緒に遊ぶ 
・とうめいパラバルーン 
（透明パラバルーンの風の動きを感じたり、バルーン上につるした
風船の動きを見たりする） 

・風船や透明ビニールシ
ートなどの素材のふわ
ふわした感触を感じた
り、風船を使った遊び
に興味をもち、自分か
ら遊んでみようとした
りする。 

・教師や友達と一緒に活
動 を楽しんだり、友
達を誘ったりしながら
遊ぶ。 

２時間 

 

○ふわふわランドの自分の好きなコーナーで遊ぶ 

 ・ふわふわトンネル 
  （すずらんトンネルをくぐる） 

（キャスターカー「どんぐり号」に乗って、すずらんトンネルを 
   通る） 
・ふわふわプール 

  （風船の中に埋もれたり、布団乾燥機で風船を空中に浮かしたり
する） 

・ふわふわマット 
 （上につるされた風船に触れる） 

 ・ふわふわベッド 
  （風船を多量につめた布団袋に寝転ぶ） 
・エアポリン  
 （上につり下がっている風船に触れたり、見たりする） 
・ミニアスレチック 
 （前期の滑り台に加え、平均台、肋木などのコースで遊ぶ） 
・わくわくコーナー 
 （風船をふくらます。風船カーで遊ぶ。下に画鋲がある透明筒の

中に風船を入れて割る） 
・風船的当て 
 （キャラクターの的に風船を当てたり、穴に風船を入れたりする） 
・ふわふわテント 
 （テントの中で風船が揺れたり舞ったりする動きを見る） 

○みんなで一緒に遊ぶ 
 ・ふわふわパラバルーン 

（透明パラバルーンの風の動きを感じたり、バルーン上の風船の
動きを見たりする） 

・風船や透明ビニールシ
ートなどの素材のふわ
ふわした感触を感じた
り、風船をふくらます、
飛ばすなどのいろいろ
な動きを楽しんだりし
ながら、自分の好きな
コーナーや遊び方を見
付けて遊ぶ。 

・教師や友達に声を掛け
合ったり、やり取りを
したりして、一緒に仲
良く遊ぶ。 

・友達と道具の貸し借り
をしたり、順番を守っ
たりして、簡単な約束
を理解して遊ぶ。 

 

５時間 

（本時

４/５） 

自分の好きな遊びを見つけて遊ぶために 

友達や教師と関わりながら遊ぶために 



本指導では、知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校の各教科「生活科」「国語科」「体

育科」と「自立活動」の内容を以下のとおり取り扱う。 

生活科 遊び 教師や友達と同じ場所で遊ぶ。 

教師や友達と簡単な決まりのある遊びをする。 

国語科 聞く・話す 教師などの話し掛けに応じ、表情、身振り、音声や簡単な言葉で表現する。 

体育科 基本的な運動 教師と一緒に、楽しく手足を動かしたり、歩く、走るなどの基本的な運動をし

たりする。 

運動遊び いろいろな器具・用具を使った遊び、表現遊びなどを楽しく行う。 

自立活動 環境の把握 保有する感覚の活用に関すること。 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 状況に応じたコミュニケーションに関すること。 

 

５ 題材における児童の実態と目標  

氏 名 題材における実態 題材における目標 

Ｔ・Ｋ 
（１年 男） 

・エアポリンやふわふわベットに寝転がって、
揺れやふわふわとした感触を楽しむことが多
い。 

・友達の遊ぶ様子を見て興味をもち、自分から
同じ遊びをやってみようとすることもある。 

・友達の遊ぶ様子を見て、興味をも
った遊びを教師に伝えて一緒に
遊ぼうとする。 

・教師と一緒に、風船に触れたり、
体を動かしたりしながら、遊びを
楽しむ。 

Ｏ・Ｋ 
（２年 男） 

・風船バレーや風船を飛ばす遊びを好み、教師
を誘って遊ぶことが多い。 

・友達よりも教師と関わって遊ぶことを好む。
楽しくなると大きな声を出して走ったり、友
達の持っている物を取ろうとしたりすること
がある。 

・いろいろな遊びを体験し、自分の
好きな遊びを見つけて遊ぶ。 

・教師の仲立ちを受けて、順番や交
代などの約束を意識して友達と
一緒に遊ぶ。 

Ｏ・Ａ 
（２年 男） 

※欠席 

・風船が動く様子を目で追ったり、風船のこす
れる音を聞いて笑顔になったりすることが多
い。 

・エアポリンの揺れや、風船ベッドのふわふわ
とした感触を好む。 

・教師と一緒に風船に埋もれたり、
触ったりしながら、感触や音を全
身で楽しむ。 

・好きな遊びや好まない遊びを、一
緒に遊んでいる教師に発声や表
情で伝えながら遊ぶ。 

Ｋ・Ｙ 
（２年 女） 

・風船のつるつるした感触を好み、口で感触を
確かめようとする。 

・風船を目で追ったり、自分からずり這いで風
船に向かっていくことが多い。 

・教師と一緒に風船のつるつるした
感触を全身で楽しむ。 

・玩具や友達に手を伸ばしたり、ず
り這いで移動したりしながら遊
ぶ。 

Ｓ・Ｈ 
（２年 男） 

・膨らませた風船の口を離して飛ばして遊んだ
り、いろいろな色の風船を手に持って一気に
舞わせて遊んだりしていることが多い。 

・一人で遊んだり、教師と関わりながら遊んだ
りすることが多いが、友達が一緒に遊んでい
る様子をみて興味をもち、まねして遊ぶこと
もある。 

・素材の特性を楽しみながら、好き
な遊び方で存分に遊ぶ。 

 
・教師の支援を受けて、遊具を借り
たり、共有したりして遊ぶ。 

Ｓ・Ｓ 
（２年 女） 

・風船バレーや風船を飛ばす遊びを好み、教師
を誘って遊ぶことが多い。 

・友達に風船を渡したり、友達の遊びに興味を
もって一緒に遊ぼうとしたりする。 

・いろいろな遊びを見付けて遊ぶ。 
・教師の支援を受け、友達を誘って
一緒に遊ぼうとする。 

Ｈ・Ｔ 
（２年 男） 

・自分から遊ぼうとすることは少ないが、パラ
バルーンを持ったり、滑り台を滑ったりする
ことを楽しんでいる。 

・自分から関わっていくことはないが、友達の
遊ぶ様子を見ていることがある。 

・いろいろな遊びに興味をもち、自
分からやってみようとする。 

 
・教師の誘い掛けに応じて、友達と
同じ場で遊ぶ。 



Ｏ・Ｙ 
（３年 男） 

・車椅子を使用していて、教師と一緒に移動す
る。自分の好きな感触や音などに笑顔や発声
で応える。 

・風船の動く様子をじっと見たり、手渡される
とつかんで触ったりする。 

・すずらんトンネルが顔に当たる感触やパラバ
ルーンの中で風を楽しみ、ゆったりした表情
を見せる。 

・教師と一緒に、風船がゆっくり 
動く様子を見たり、風船プールの
中で感触や教師とのやりとりを
楽しんだりする。 

Ｓ・Ｊ 
（３年 男） 

・ＰＣウォーカーで移動する。新コーナーや奥のコ
ーナーには教師が連れて行くことで気付くことが
できる。 

・風船などの素材そのものより、友達との言葉での
関わりを楽しんでいる。友達が夢中になって遊ん
でいても、自分のペースで話し掛けることがある。 

・前時までの経験を思い出したり、
誘い掛けを受け入れたりして、自
分のやりたいコーナーへ行って
存分に遊ぶ。 

・場に合った話し方で友達や教師に
話し掛け、会話を楽しみながら遊
ぶ。 

Ｓ・Ｙ 
（３年 男） 

・教師と一緒に寝転んだり、自分の行きたいコ
ーナーへ手を引いて誘ったりして、教師と関
わりながら遊ぶ。風船の揺れを見たり、エア
ポリンに乗って揺らしてもらったりすること
が好きで、同じコーナーで繰り返し遊ぶ。 

・ミニアスレチックが登場してからは、遊具に
上ろうと何度も挑戦し、体を動かして遊ぶよ
うになった。 

・やりたいことや好きな遊具が視界に入ると、
周囲が見えなくなることがある。 

・自分の好きな遊びを見付け、教師
と関わりながら存分に遊ぶ。 

・友達の様子を見ながら並んだり、
順番を守ったりして遊ぶ。 

Ｓ・Ａ 
（３年 女） 

・風船を器具を使って自分で膨らませたり飛 
ばしたりして遊ぶことを楽しむ。布団乾燥機
が登場してからは、送風口を持って、風船を
浮かばせて遊ぶことに夢中になっている。 

・自分なりに工夫して遊ぼうとすることが増 
えてきており、思うようにできないときは自
分から教師に協力を依頼することが増えてき
ている。 

・自分の好きな遊びを見付けたり教
師と一緒に工夫したりして存分
に遊ぶ。 

・順番を守ったり、「貸してくださ
い」と声を掛けたりして教師や友
達と一緒に遊ぶ。 

Ｓ・Ａ 
（３年 女） 

・自力での移動はできないが、教師に行きたいとこ
ろや、やってもらいたいことを言葉で伝えること
ができる。 

・発想力が豊かで、見立て遊びや創造遊びなども楽
しむことができる。 

・気持ちが高まると乱暴な言葉遣いをしたり、命令
をしたりすることがある。 

・自分のできることから、好きな遊
び方を見付け自分なりの工夫を
加えながら、存分に遊ぶ。 

・「○○しよう」「○○してください」
などと優しい口調で話し掛け、友
達や教師と関わって遊ぶ。 

Ｓ・Ｍ 
（３年 男） 

※欠席 

・大きな音は苦手だが、教師の語りかけや友達
の声を聞いて、笑顔を見せる。 

・抱っこされて、風船の感触や音を楽しんでい
る。 

・教師と一緒に、風船のふわふわの
感触や音を全身で楽しむ。 

Ｔ・Ｋ 
（４年 男） 

・風船の手触りが好きで、エアポリンに乗りな
がら、風船入りの袋を投げたり受け取ったり
して遊ぶことを好む。 

・友達との関わりより、教師と関わって遊んだ
り、一人で遊んだりすることを好む。 

・いろいろな遊びの中から好きな遊
びを見付けて時間いっぱい遊ぶ。 

・友達と関わりながら、風船などで
遊ぶ 

Ｔ・Ｓ 
（４年 女） 

・初めてのことは苦手意識が強いが、慣れてく 
るといろいろな遊びを楽しむことができる。 

・教師との風船バレーを楽しむことができる。 
 

・自分の好きな遊びを見つけたり、
教師の促しを受けて遊んだりす
る。 

・友達の様子をまねて風船で遊ぶ。 

Ｏ・Ｋ 
（５年 男） 

・風船がぶらさがっている様子を見て洞窟に 
見立てて遊んだり、長い風船を持って剣のよ
うにしたりして遊ぶことを楽しんでいる。 

・特定の友達や教師と関わりながら、遊んでい
る。自分が一番先にやりたい気持ちが強い。 

・風船の動きを楽しみながら、工夫
して遊ぶ。 

・友達の様子を見て声を掛けたり、 
順番を守ったりして遊ぶ。     



 

 

 

 

Ｓ・Ｋ 
（５年 女） 

・エアポリンやふわふわマットに寝転がるこ 
とを好む。 

・教師と一緒に器具を使って風船を膨らまし、
手を離した瞬間に勢いよく飛んでいく風船を
見て、楽しむことができる。 

 

・教師と一緒に上からつるされた風
船に触れたり、引っ張ったりし
て、風船が揺れる様子を見て楽し
む。 

・遊びの約束を守りながら、いろい
ろな種類の風船を膨らまして遊
ぶ。 

Ｓ・Ｒ 
（５年 女） 

・風船を膨らませて遊ぶことが好きで、時間い
っぱい同じ場所で遊んでいることが多い。 

・友達に声を掛けて遊ぶことができる。 

・工夫して遊んだり、風船を使って
体を動かしたりして遊びを楽し
む。 

・友達とやりとりをしながら、仲良
く遊ぶ。 

Ｔ・Ｙ 
（５年 男） 

・教師から誘われて、風船バレーやエアポリン
で遊んでいる。 

・自分から好きな友達や教師の近くに行き、関
わろうとする。 

・教師の誘いを受けて、存分に体を
動かして遊ぶ。 

・自分の好きなコーナーを見つけ
て、友達と同じ場で遊ぶ。 

Ｓ・Ｋ 
（６年 男） 

・いろいろなコーナーを巡ることは少ないが、
自分から滑り台で滑ったり、風船プールの風
船に触ったりして楽しんでいる。 

・友達や教師との関わりよりも、自分ひとりで
遊ぶことが多いが、たくさんの友達と場を共
有して遊ぶことが好きである。 

・自分の好きな遊び方を見つけ、時
間いっぱい遊びを楽しむ。 

・教師の支援を受けて、順番などの
決まりを守って遊ぶ。 

Ｍ・Ｒ 
（６年 男） 

・エアポリンを跳んだり、高い場所に上がった
りして、周りの様子を見ながら遊んでいる。 

・騒々しい場所が苦手である。少し離れたとこ
ろとから友達の遊ぶ様子を見ていることが多
い。一対一の活動では教師と関わって遊ぶこ
とがある。 

・自分の好きな遊びを見つけ、存分
に遊び、教師の誘いに乗って、
様々なコーナーでの遊びを楽し
む。 

・教師の支援を受けて、活動の終わ
りの時間が分かり、次の活動にう
つる。 

Ｗ・Ｈ 
（６年 男） 

・風船の活動にはあまり興味を示さないが、風
船を割ることが好きである。 

・友達よりも特定の教師と一緒と関わることが
多い。いろいろな遊びを楽しむことができる
が、意にそぐわないことがあると大きく気持
ちを乱すことがある。 

・教師の誘いを受けて、風船を割る
以外の他の遊びにも興味をもつ。 

・教師の支援を受けて、玩具の貸し
借りをしたり、順番を守ったりし
て遊ぶ。 

Ｔ・Ｍ 
（６年 女） 

・風船プールの中に座って、友達の動きを見た
り風船に触ったりして楽しんでいる。 

・自分一人で遊ぶことを好むが、教師の誘いを
受けて、他の遊びにも取り組むことがある。 

・自分の好きな遊び方を見付け、時
間いっぱい存分に遊ぶ。 

・教師の支援を介して、貸し借りな
どのやり取りをする。 



６ 本時の計画 

（１） 本時の目標及び展開 

  

 

 

 

 ◆は、全体への支援 ☆は、個への支援 

前時 

からの 

改善点 

・ふわふわテントの側面を透明ビニールシートにしたり、上か

ら風船をつるしたりして、テント内の風船の動きを内と外か

ら楽しめるようにした。 

・ミニアスレチックをより安全な活動の場にするために、マッ

トを広く敷いたり、幅の広い平均台に替えたりした。 

目標 ・風船やビニールなどの素材のふわふわした感触を感じたり、動きを楽しんだりしながら、好きな遊びを見付けて遊ぶ。 

・教師や友達に声を掛けたり、やり取りをしたりして、一緒に仲良く遊ぶ。 

 時間 学習活動 指導上の留意点 準備物 

導
入
（
5
分
） 

11:00 
 
 
11:05 
 

１ 「なかよし広場」に集合し、靴を 

脱いで学級ごとに座る。 

 

２ 今日の遊びを知る。 

（１）「なかよしあそびの歌」を歌う。 

（２）遊びの約束を確認する。 

（３）「ふわふわランド」に入る。 

◆「なかよし遊び」の始まりを意識し、遊びに対する「わ

くわくした気持ち」をもてるよう、「なかよし遊びの歌」

を歌う。 

◆今日の遊びが分かるように各コーナーの写真を「なかよ

し広場」の黒板に提示しておき、今日新たに登場するコ

ーナーを簡単に伝える。 

◆「順番を守ろう」「声を掛けよう」の約束が意識できるよ

うに、約束ボードを提示し、声を合わせて読む。 

キーボード 

歌詞カード 

移動黒板 

写真カード 

約束ボード 

展
開
（
30
分
） 

11:10 ３ ふわふわランドの自分の好きな 

コーナーで遊ぶ 

・ふわふわプール 

 （風船の中に埋もれる。風船を

布団乾燥機で空中に浮かす。） 

・ふわふわマット、エアポリン 

（つり下がった風船に触れる。

揺れる様子を見る。） 

・ミニアスレチック 

 （風船の溜まった場所に滑り台 

で滑ったり、平均台、肋木等の

コースで遊んだりする。） 

・わくわくコーナー 

  （風船を膨らませる。飛ばす。 

   風船カーで遊ぶ。） 

 ・風船まとあて 

（風船を透明筒に入れて割る。

風船で的当てをする。） 

・ふわふわテント 

（風船が舞う様子を見る。） 

・ふわふわトンネル 

（すずらんトンネルをくぐる。 

どんぐり号に乗る。） 

☆安全に楽しく遊ぶことができるように、指導者は、児童

の動きや様子を見守る。 

☆楽しい気持ちを盛り上げて遊べるように、指導者は一緒

に遊んだり、児童の遊びに共感したりする。 

☆友達と関わりながら遊べるように、 指導者が周囲の友達

の様子を伝えたり、誘いかけたりする。 

☆道具の貸し借りの場面では、必要に応じて 指導者が仲立

ちをしたり、正しいやり取りの仕方を伝えたりする。 

☆児童が新しい遊び方や工夫した遊び方をしたときは、満

足感や達成感が得られるように、遊び方を称賛したり、

他の児童に伝えたりする。 

☆児童が「やってみよう」「遊びたい」という気持ちをもて

るように、場面に応じて、指導者が遊ぶ様子を見せたり、

誘いかけたりする。 

◆滑り台やどんぐり号のコーナーでは、並ぶ位置や順番が

分かるように、足型マークや１から４までの数字を貼っ

た椅子を準備する。 

◆うちわや空気入れなどの道具を返す場所が分かるよう

に、わくわくコーナーに写真を掲示したトレーを置く。 

◆どんぐり号が登場したことが分かるように、Ｔ２は車掌

に扮してアナウンスをする。(11:30) 

☆途中からＢＧＭで登場するどんぐり号に関心を向けるこ

とができるよう、指導者は、「どんぐり号の時間だよ」と

知らせたり、「やってみる？」と誘い掛けたりする。 

風船 

ブロック 

ベンチ 

ソフトマット 

セラピーマット 

布団乾燥機 

うちわ 

エアポリン 

送風機 

滑り台 

平均台 

功技台（肋木、

網、はしご） 

バランスボール 

ストロー付きの風船 

風船カー 

的当て 

空気入れ 

キャスターカー

椅子 

ＣＤ 

マイク 

ま
と
め
（
10
分
） 

11:40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:45 

４ 全員で集まり、ふわふわパラバル 

ーンで遊ぶ 

（１）ベルの音を聞いて、畳の敷い

てあるコーナーに集まる。 

（２）マットに寝転がり、パラバル

ーンの動きや見え方を楽し

む。 

（３）風船が載ったパラバルーンの

動きや見え方を楽しむ。 

 

 

 

 

 

５ 「なかよしあそび」の終わりを知 

る。 

◆ゆったりした雰囲気の中で気持ちを落ち着かせて楽しめ

るように、パラバルーン中はオルゴールのＢＧＭを流す。 

☆パラバルーンを持ちたい児童には、自発的な行動を認め、

安全に活動できるように、「一緒にやろうね」「ありがと

う」等の言葉を掛け、指導者の間で活動するよう促す。 

☆ゆったりした気持ちで見ることができるよう、パラバル

ーン内の指導者は一緒に寝ながら、児童同士の距離に気

を付けたり、言葉掛けをしたりする。 

☆パラバルーンの動きが苦手な児童には、動きを見守りな

がら、パラバルーン付近で見ることができるよう誘い掛

ける。 

◆パラバルーンの感覚や風船のふわふわとした動きを楽し

むことができるように、パラバルーンを持っている指導

者はＴ１の掛け声に合わせてゆっくり上下に動かす。 

◆次回が最後の「ふわふわランド」での遊びになることを

伝え、まだやっていなかったり、次回やってみたい遊び

を聞いたりしながら、期待感をもって終わることができ

るようにする。 

透明パラバルーン 

風船 

ベル 

ＢＧＭ 



（２） 個別目標及び評価 

氏 名 個別目標 評 価 

Ｔ・Ｋ（男） ・自分がやりたいと思ったコーナーを見付けて、自分から遊ぶ。  

Ｏ・Ｋ（男） ・気持ちを落ち着けて教師や友達と一緒に自分の好きな遊びで遊ぶ。  

Ｏ・Ａ（男） ・教師と一緒に風船の感触や動きを全身で楽しむ。  

Ｋ・Ｙ（女） ・自分からずり這いで移動したり手を伸ばしたりしながら、風船の感触を楽しむ。  

Ｓ・Ｈ（男） ・自分の好きな遊びを選び、教師や友達と一緒に遊ぶ。  

Ｓ・Ｓ（女） ・自分の好きな遊びで、教師や友達と一緒に遊ぶ。  

Ｈ・Ｔ（男） ・教師の誘いに応じて、いろいろな遊びで遊ぼうとする。  

Ｏ・Ｙ（男） ・教師と関わりながら、自分の好きな遊びに快の表情や手を伸ばすなどの動きを表して遊ぶ。  

Ｓ・Ｊ（男） ・ゆったりとしたコーナーと体を動かすコーナーを行ったり来たりしながら、いろいろな遊

びで存分に遊ぶ。 

 

Ｓ・Ｙ（男） ・好きな遊びのコーナーを見付け、いろいろなコーナーを行ったり来たりしながら、存分に

遊ぶ。 

 

Ｓ・Ａ（女） ・自分の好きな遊びを見つけ、工夫しながら教師や友達と一緒に遊ぶ。  

Ｓ・Ａ（女） ・わくわくコーナーで、自分の工夫を加えながら、風船を膨らましたり、投げたりして、夢

中になって遊ぶ。 

 

Ｓ・Ｍ（男） ・教師の語りかけや友達の声を聞きながら、風船の感触を楽しむ。  

Ｔ・Ｋ（男） ・友達や教師の言葉を受けて、風船のやりとりを楽しむ。 

・好きな遊びを見付け時間いっぱい遊ぶ。 

 

Ｔ・Ｓ（女） ・友達や教師の誘いを受けて、好きなアスレチックコーナーやエアポリンで好きな遊びを見

付け、時間いっぱい遊ぶ。 

 

Ｏ・Ｋ（男） ・好きな遊びのコーナーで見立て遊びをしたり、工夫して遊んだりする。 

・滑り台のコーナーで、足型の上で順番を待って遊ぶ。 

 

Ｓ・K（女） ・教師や友達と一緒に風船が勢いよく飛んでいく様子や揺れている様子を見て楽しむ。 

・順番を守り、「お願いします」などと声を掛けながら、風船を膨らましたり、割ったりし

て遊ぶ。 

 

Ｓ・Ｒ（女） ・体を動かしながら、風船を使って教師や友達と一緒に遊ぶ。 

・「どうぞ」や「一緒にやろう」と教師や友達とやり取りしながら遊ぶ。 

 

Ｔ・Ｙ（男） ・教師の誘いに応じて、わくわくコーナーやミニアスレチック、エアポリンのコーナーで遊

ぶ。 

 

Ｓ・Ｋ（男） ・教師の支援を受けて、順番などの決まりを守りながら、ミニアスレチックで存分に遊ぶ。  

Ｍ・Ｒ（男） ・ミニアスレチックの気に入った遊具で存分に遊び、教師の誘いに乗って、ミニアスレチッ

クを周回したり、ぶら下がった風船をたたいたりして遊ぶ。 

 

Ｗ・Ｈ（男） ・好きな風船割りのコーナーで存分に遊ぶとともに、教師の誘いに乗って、エアポリンなど

でも楽しんで遊ぶ。 

 

Ｔ・Ｍ（女） ・ふわふわプールやふわふわテント以外のコーナーを、教師の誘いに乗って、少しの時間、

遊ぶ。 

 

評価について ○：本時の目標に迫っている  △：支援，手立ての改善が必要である 

 

 



（３） 配置図 

 配置図①【学習活動１、２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配置図② 【学習活動３、４】 

なかよし広場（廊下） 
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パラバルーン 

エアポリン 

わくわくコーナー 

ふわふわトンネル 

T1 

T2 

ミニアスレチック 

T3 

ふわふわテント 

風船まとあて 

T2 

T4 

11：30
ふ
わ
ふ
わ
え
き 

※T5～T14 は安全面に注意

しながら、個々の児童と

一緒に遊ぶ。 



（４）  評価の観点 

児

童 

・自分の好きな遊びを見付けて遊ぶことができたか。 

・声を掛け合ったり、道具のやり取りをしたりして、教師や友達と一緒に遊ぶことができたか。 

教

師 

・児童が遊びに興味をもち、自分から遊んでみようとするための場面や遊具の設定、支援の方法

は適切だったか。 

・児童が教師や友達に声を掛けたり、道具のやり取りをしたりして遊ぶための言葉掛けや支援は

適切だったか。 

 

 

 

 



 

 

中学部 作業学習（手工芸班） 学習指導案 
 
          日 時：平成２６年９月１１日（木）１０：３０～１２：１０ 
                     場 所：中学部作業室 
                     指導者：今野文龍（Ｔ１） 近亜希子（Ｔ２） 
                       鎌田次美（Ｔ３） 阿部隆文（Ｔ４） 
                       飯塚美樹（Ｔ５） 藤原 梢（Ｔ６） 
 
１ 単元名 
 「メモ帳・アクセサリーを作って横養祭で販売しよう」 
 
２ 目標 
（１）横養祭に向けて、自分の作る製品や役割、自分の目標などが分かって、集中して作業に取り組む。 

→役割の理解と働くことの意義（情報活用能力）、目標設定（意思決定能力） 
（２）作業中や販売会などの場面に応じて、言葉遣いや態度に気を付けてあいさつ・返事・報告などをする。 

→意思表現、場に応じた言動（人間関係形成能力） 
（３）横養祭での販売等の活動を通して達成感を味わう。 

  →生きがい・やりがい（将来設計能力、自己理解（人間関係形成能力） 
 

３ 生徒と単元 
（１）生徒について 

本作業班は１年生３名、２年生３名、３年生３名（男子７名、女子２名）の計９名の学習グループで
ある。コミュニケーション面では、言語によるコミュニケーションができる生徒、手話によるコミュニ
ケーションができる生徒、表情や発声で快・不快を表現する生徒など、実態差が大きい。７名はほぼ身
辺自立ができているが、２名は移動に車いすを使用しており、日常生活においても排せつや歩行などで
支援が必要なほか、体温調整が難しいなど体調面でも配慮が必要である。 
１学期は、製品ＰＲのために家族や教師へ製品をプレゼントする学習を行ってきた。その際、家族等

にアンケートを配付し、生徒一人一人が、製品の良い点や改善点等についてアドバイスをもらったこと
で、達成感や満足感を感じながら製品作りに取り組んできた。また、繰り返し同じ製品を作ることで、
自分の作る製品が分かり、作業内容の意味と工程に見通しをもって取り組めるようになってきた。あい
さつ・返事・報告などの基本的な作業態度についても、場面を設けて繰り返し行うことで、自分から行
なう様子も見られるようになってきた。今後、将来の職業生活や社会生活に向けて、達成感を味わいな
がら自己理解を深める経験を積んだり、人との関わり方などの基礎を培ったりすることが必要であると
考える。 

（２）単元について 
  本作業班では、「メモ帳作り」と「アクセサリー作り」の二つの作業に取り組んでいる。メモ帳作り
は、複数の工程があるため、個々の実態に応じた担当工程（役割）を設定できると考える。アクセサリ
ー作りは、工程のほとんどを一人で担当できるため、自分の作業の進捗状況が分かりやすく、達成感を
感じやすい作業であると考える。どちらも作業量や難易度、作業の区切りを調整しやすく、集中して取
り組める数や時間、報告のタイミングを個々の実態に合わせて設定することができる。 

  本単元は、１１月に行われる横養祭での作業製品販売会に向けて、製品を作ったり、販売会の準備を
進めたりする単元である。具体的には①販売する製品の数を決めるなど販売の計画を立てる②販売会に
向けて製品を作る③販売に向けての準備を行う④今年度の販売を振り返るという流れで単元を展開す
る。横養祭での製品販売を単元の柱とすることで、②の製品作りにおいては、製品を作る目的や数が明
確となり、自分の目標を意識する姿や、作業に集中して取り組む姿（「目標の設定と達成への取組【意
思決定能力】」）を引き出せると考える。また、横養祭での販売会は、保護者や地域の方などと接するこ
とができる場であるため、生徒にとって言葉遣いや態度などの「社会生活に必要な意思の表現（人間関
係形成能力）」や「状況に応じた言葉遣いや振る舞い（人間関係形成能力）」を育てる必然性の高い学習
場面である。加えて、自分の作った製品が目の前で売れる経験や④で自分の販売の様子を振り返ること
から、大きな達成感や満足感を味わうことができ、「達成感に基づく肯定的な自己理解（人間関係形成
能力）」や「働くことへの関心や喜び（情報活用能力）」などといったキャリア発達につながる諸能力の
育成にもつながる考える。以上の理由から本単元を設定した。 

 
（３）指導にあたって 

自分の作る製品や工程・目標が分かるように 
・自分の作る製品や工程・手順が分かるように、黒板に作業内容を掲示したり、作業日誌で確認したり、
個々に応じた手順表を用意したりする。 

・目標を意識できるように、作業日誌で確認したり、横養祭までに作る製品の数が分かるように出来高
表を作業室の前面に掲示したりする。 

言葉遣い態度に気を付けてあいさつ・返事・報告などができるように 
  ・声の大きさや態度などを意識できるように、始めの会や終わりの会で教師が模範を演示したり、報告



 

 

を並んで待つ場所を枠で示したりする。 
・相手を意識したあいさつや返事ができるように、販売会では、お客様と接する場面を多く設ける。 
達成感を味わえるように 
・販売会でお客様から「頑張っているね」等の言葉を掛けてもらえることを期待して、作業の様子を写
真で掲示する。また、作業班の互いのがんばりを評価できるように、掲示する写真は、全員で話し合
いながら決める。 

・製品作りに自信がもてるように、販売会でお客様にアンケートを配付し、製品の良い点などを記入し
てもらう。 

 

４ 指導計画（総時数５８時間 本時１７・１８/５８） 

題材名・小単元名など 活 動 内 容 主なねらい 時 数 

１ 横養祭の販売の計画を立
てよう 

・昨年の横養祭の販売の様子や
売り上げを振り返る。 

・今年の横養祭の販売の目標数
を決める。 

・昨年の販売の様子を知り、今年の販売の
売り上げ目標を立てたり、販売に向けた
製品作りの意欲を高めたりする。 ２時間 

２ 横養祭で販売する製品を
作ろう 

・必要な材料や道具を準備した
り片付けたりする。 

・手順表や補助具を活用しなが
ら製品を作る。 

・自分の作る製品や作業内容が分かり、集
中して作業に取り組む。 

・言葉遣いや態度に気を付けて教師にあい
さつ・返事・報告をする。 

５０時間 
(本時 17・18/50) 

３ 横養祭の販売準備をしよ
う 

・販売に必要な看板やポスター
やチラシを製作する。 

・製品販売をする際のあいさつ
や言葉遣いを練習する。 

・販売会の準備を通して、販売への期待感
をもったり、販売への意欲を高めたりす
る。 

・販売会でお客様と接するときのマナーや
言葉遣いを知る。 

４時間 

関連する教育課程 
行事「横養祭での作業製品販売会」 

４ 横養祭の販売を振り返ろ
う 

・今年の販売の様子や売り上げ
を振り返り、自分や友達のが
んばりを評価する。 

・今年の販売の様子や売り上げを振り返
り、販売の達成感を味わったり、今後の
作業学習への意欲を高めたりする。 

２時間 

本指導では、知的障害者である児童（生徒）に対する教育を行う特別支援学校の各教科「職業・家庭」と

「道徳」「自立活動」の内容を以下のとおり取り扱う。 

職業・家庭 
働くことの意義 働くことに関心をもち、作業や実習に参加し、働く喜びを味わう。 
道具・機械等の取り扱いや安
全・衛生 

道具や機械、材料の扱い方などが分かり、安全や衛生に気を付けながら作業や
実習をする。 

道徳 主として他の人との関わり
に関すること 

礼儀の意義を理解し、時と場に応じた適切な言動を取る。 

自立活動 人間関係の形成 自己の理解と行動の調整に関すること。 
 
５ 単元における生徒の実態 

次のページへ続く 

氏名 単元(題材)における実態 単元（題材）における目標 担当 

Ｕ・Ｋ 
(1年 男) 

・前単元では、羊毛を手に取るとぎゅっと握ったり、
フェルトボールメーカーを自分から振って音や振動
を楽しんだりする様子が見られた。 

・報告相手の呼び掛けに応えるように顔を向ける様子
が見られた。また、褒められると笑顔を見せる場面
もあった。 

・小学部６年のときに、中学部の作業販売会に参加し
た。お客様との商品のやり取りでは、相手の顔を見
て笑顔を見せたり、声を出したりしてやり取りする
場面が見られた。 

・羊毛の感触を味わったり、フェルトボール作り
の音や振動を感じたりしながら、目標個数まで
教師と一緒に作業に取り組む。 

・報告する相手の言葉掛けを受けて、顔を見て笑
顔や発声で応える。 

 
・表情や発声で相手とやり取りすることで、人と
の関わりを楽しむ。 

フ
ェ
ル
ト
ボ
ー
ル 

Ｓ・Ｋ 
(1年 男) 

・前単元では、誰にどのようなビーズストラップを作
るのかをイメージすることで、完成を楽しみにしな
がら作業に取り組んだ。周囲が気になり、大きな声
を出したり、立ち歩いたりすることがあるが、２種
の作業を組み合わせることで、時間いっぱい座って
作業に取り組むことができた。 

・自分の席から、または、歩きながら報告する様子が
見られたが、待つ枠に番号をつけたことで、並んで
待ち、１番の枠に立ってから報告できるようになっ
てきている。 

・気分の高揚したときに感情をコントロールすること
が難しいため、横養祭当日の販売会への参加はしな
いが、目標数に向かって意欲的に製品作りに取り組
む姿が見られる。 

・目標数を意識して、メモ帳のスタンプ押しとビ
ーズストラップ作りに静かに座って取り組む。 

 
 
 
・自分から番号枠内に並んで待ち、１番の枠に立
ってから「できました。見てください」と報告
する。 

 
・自分が作った製品が売れることに期待感をも 
ちながら製品作りに取り組む。 

ビ
ー
ズ
ア
ク
セ
サ
リ
ー 

ス
タ
ン
プ
押
し 

Ｓ・Ｉ 
(3年 男) 

・工程表を手がかりに繰り返し作業に取り組んだこと
で、集中して取り組む時間が長くなってきている。 

・自分からあいさつをすることができる。報告をする
場面を多く設定したことで、はっきりとした言葉で
報告ができるようになってきた。 

・昨年度の横養祭販売会では、自分たちの作った作業
製品を「ありがとうざいました」と言って、お客様
に笑顔で手渡すことができた。 

・工程表や見本を手がかりに時間いっぱい作業に
取り組む。 

・作業の区切りで、自分から報告に向かう。 
 
 
 
・家族やお客様からの称賛の言葉掛けを受けなが
ら、販売活動に取り組む。 



 

 

５ 単元における生徒の実態(続き) 

 

氏名 単元(題材)における実態 単元（題材）における目標 担当 

Ｔ・Ｒ 
(2年 男) 

・気になることがあると集中できないことがある
が、言葉を掛けられなくても、自分でビーズの数
を間違わないように数えながら作業するように
なってきている。 

・報告時にふざけたり関係のないことを話したりし
てしまうことがあるが、ビーズの数を間違って作
業がやり直しになっても落ち着いて報告したり
相談したりして次の作業に向かうことができる
ようになってきた。 

・昨年の作業販売では、自分の作った製品をほめて
もらったり、自分で製品を販売したりする活動に
うれしそうに参加していた。 

・ビーズの数を正確に自分で数えながら、集中
して作業に取り組む。 

 
 
・困ったときに教師に相談したり、落ち着いて
報告をしたりする。 

 
 
 
・自分で作った製品を販売することが分かり、
家族やお客様から称賛の言葉掛けを受けな
がら、販売活動に取り組む。 

ビ
ー
ズ
ア
ク
セ
サ
リ
ー 

Ｏ・Ｓ 
(2年 男) 

・一人でビーズを数えて通したり、数を間違えると
自分で直したりできる。作業中、トイレに行きた
いと訴えたり、ふいに席を離れ、教室の端で休ん
だりすることがある。 

・相手からあいさつされるとあいさつしたり、礼を
したりする。報告については、模様や工程等の区
切りで、一人で報告に向かい、決まった言葉で報
告することができる。 

・昨年度の横養祭の作業販売会では、教師と一緒に
「いらっしゃいませ」などと呼びかけたり、お客
さんに商品を手渡したりしながら、取り組んだ。
家族に言葉を掛けられると、笑顔が見られた。 

・自分でビーズを通す長さや模様を確認しなが
ら、ビーズを通す作業に取り組む。 

 
 
・報告の順番を守ったり、立ち位置などの態度
に気を付けたりして報告する。 

 
 
・「いらしゃいませ」などと呼びかけをしたり、
家族やお客様からの励ましや称賛の言葉掛
けを受けたりして、友達と一緒に販売活動に
取り組む。 

Ｙ・Ｒ 
(3年 女) 

・日常生活の出来事を引きずって、作業に集中して
取り組むことができないこともあるが、作業内容
が分かり、一人で作業・検品を進めることができ
る。 

・あいさつ・返事・報告をするときに姿勢が崩れて
しまったり、ゆったりした口調になってしまった
りすることがあるが、相手に聞こえる声を意識す
ることができてきている。 

・昨年の作業販売会では、自分たちの作った製品を
売ることが分かり、苦手な環境でも途中で休憩を
挟みながら最後まで販売に参加することができ
た。本単元では、横養祭に向けて販売する製品を
作っていることが分かり、自分の目標数や製品の
仕上がりを意識して製品作りに取り組んでいる。 

・横養祭での販売会に向けて、目標個数や製品
の仕上がりを意識して、安定した気持ちで作
業に取り組む。 

 
・声の大きさや速さ・姿勢などに気を付けてあ
いさつ・返事・報告をしたり、必要な場面で
教師に相談したりする。 

 
・自分や友達が作った製品を売ることに期待感
をもち、自分から販売準備に取り組んだり、
友達と一緒に販売活動に取り組んだりする。 

製
本 

Ｓ・Ａ 
(1年 女) 

・前単元では、目標枚数を決めて、メモ帳のスタン
プ押しに取り組んだ。道具の使い方や作業の流れ
を理解し、目標枚数まで自分で取り組めるように
なってきている。 

・１０枚完成したときには、近くにいる教師に、「で
きました。見てください。」と自分から報告する
ことができるようになった。検品所での報告で
は、教師からの助言があれば、一人で報告できる
ようになってきている。 

・小学部６年のときに、中学部の作業販売会に参加
した。商品を袋詰めし、「はい、どうぞ。」と笑顔
でお客様に手渡すことができた。 

・自分で押したスタンプの形の善し悪しを判断
し、目標枚数まで一人で作業に取り組む。 

 
 
・報告する相手が分かり、自分から担当の教師
の名前を呼んで報告する。 

 
 
 
・お客様からの励ましや称賛の言葉掛けを受け
たり、商品が売れたりする喜びを味わう。 

ス
タ
ン
プ
押
し 

Ａ・Ｓ 
(3年 男) 

・周囲が気になり、集中できないことがあるが、工
程表を手掛かりに一人で作業を進めたり、見本を
見て仕上がりを自分で判断したりすることがで
きる。 

・あいさつ・返事・報告をするときに下を向いたり、
声が小さくなってしまったりすることがあるが、
始めの会・終わりの会の進行を積み重ねたことで
少しずつ声が大きくなってきている。 

・昨年の作業販売では、自分たちの作った製品が完
売したことを喜ぶ様子が見られた。本単元では、
販売会を目指して、製品を目標数作ることを意識
して作業に取り組んでいる。 

・横養祭での販売会に向けて、目標数や製品の
仕上がりを意識して作業に取り組む。 

 
 
・相手に聞こえる声であいさつや返事をした
り、周囲の様子を見て、自分から適切なタイ
ミングで報告をしたりする。 

 
・自分や友達が作った製品を売ることに期待感
をもち、自分から販売準備に取り組んだり、
お客様に言葉を掛けたりする。 

Ｎ・Ｓ 
(2年 男) 

・前単元までは、ビーズアクセサリー作りに取り組
んだ。同じ作業の繰り返しになると、手が止まっ
たり、気になる友達のそばに行ったりすることが
ある。報告をしたり、小休憩を挟んだりすること
で、作業が滞ることが減ってきている。 

・あいさつは、相手からあいさつされると頭を下げ
てすることができる。返事は、簡単な質問をする
と「うん」と小さく返事をする。報告については、
自分の番がくるまで順番を待つことは難しいが、
報告場所の写真を提示すると、その場へ向かうこ
とができる。 

・昨年度の横養祭の作業販売会では、家族や友達の
家族に接客し、｢きれいですね｣などと言葉を掛け
てもらいながら、最後まで落ち着いて取り組ん
だ。 

・インクを付けるはんこ押しの作業に、作業時
間いっぱい一人で落ち着いて取り組む。 

 
 
 
・一人で報告する相手のところへ行き、相手が
話し終わるまで相手の正面に立って話を聞
く。 

 
 
 
・家族やお客様からの励ましや称賛の言葉掛け
を受けながら、友達と一緒に販売活動に取り
組む。 



 

 

６ 本時の計画 

 （１）本時の目標及び展開 

 

 

目標 
・自分の作業内容や目標が分かり、自分から作業に取り組む。 
・あいさつ・返事・報告の必要な場面が分かり、態度に気を付けて行う。 

前時 
からの 
改善点 

・声の大きさや態度を意識してあいさつ・返事・報告ができるよ
うに、始めの会で、班長のあとに続いてみんなで声を出して練
習する。 

 時間 学習活動 指導上の留意点 準備物 

導
入 

10:30 
10:40 

１  日誌を書く。 
２ 始めの会を行う。 
 (1)あいさつ 

(2)日付と曜日 
 (3)今日の作業 
(4)先生の話 

(5)あいさつ 

◆目標を意識して作業に取り組めるように、日誌に記入したり、教師
と一緒に確認したりする。 

◆自分の作業内容や役割が分かるように、黒板に作業内容を掲示して

おく。 
◆本時の活動に見通しがもてるように、学習の流れを黒板に掲示して
おく。 

◆販売会や販売会までの目標数を意識できるように、単元計画表や出
来高表を掲示する。 

◆あいさつ・返事・報告の時の姿勢を意識できるように、教師が模範

を示したり、カードを提示したりする。 

作業日誌 
作業内容カ－ド 
単元計画表 

名前カ－ド 
顔写真 
作業の流れカ－ド 

始めの会次第 
出来高表 
姿勢カード 

展
開 

10:50 ３  作業をする。 
 (1)準備 

 (2)作業 
○フェルトボ－ル 

    Ｕ・Ｋ 

○ビ－ズアクセサリ－ 
・スタンプ押し 

    Ｓ・Ｋ Ｓ・Ｉ 

○ビ－ズアクセサリ－ 
    Ｏ・Ｓ Ｔ・Ｒ 

○スタンプ押し 

    Ａ・Ｓ Ｓ・Ａ Ｎ・Ｓ 
  ○製本 

Ｙ・Ｒ 

(3)片付け 
 

◆一人で作業の準備や片付けができるように、材料や道具を個人ごと
にまとめて棚に置いておく。 

◆順番を待って報告できるように、床に番号を付けた枠を用意する。 
◆姿勢を意識して報告できるように、姿勢カードをＴ１の机上に貼っ
たり、姿勢が整うのを待ってから検品を始めたりする。 

◆生徒のモデルとなるように、Ｔ１以下は一緒に作業を行い、必要に
応じて言葉掛け等の支援を行う。 

◆生徒が意欲的に作業に取り組めるように、Ｔ１は検品の際に製品の

出来について評価し、称賛する。Ｔ２以下も同様に、近くの生徒の
製品や作業の様子を評価し、称賛する。 

【フェルトボールアクセサリー】 

☆Ｕ・Ｋがフェルトボ－ルを作る音や振動を感じることができるよう
に、メ－カ－にビー玉やビーズを入れ、揺れや音を大きくする。ま
た、振る際に、メーカーが顔に当たらないように配慮する。(T3) 

【ビーズアクセサリー・スタンプ押し】 
☆Ｓ・Ｋが時間いっぱい作業に取り組めるように、２種類の作業内容
を用意する。また、報告場所までの順路が分かるように、床に矢印

の表示カードを貼る。(T6) 
☆Ｓ・Ｉが時間いっぱい作業に取り組めるように、見本や工程表を用
意する。(T4) 

【ビーズアクセサリー】 
☆Ｏ・Ｓが一人で休憩をし、また作業に取り組めるように休憩の項目
を入れた工程表を用意する。(T2) 

☆Ｔ・Ｒが集中できるよう、他の生徒が視界に入らない座席配置にす
る。集中が途切れたときは、相談したり休憩したりするように言葉
掛けをする。Ｔ・Ｒの気持ちが落ち着かないときは、Ｔ５が側に行

き、落ち着いて取り組めるように言葉掛けをする。 
【製本・スタンプ押し】 
☆Ｙ・Ｒが正確に作業に取り組めるように、Ｔ１が作業の前に、気を

付ける点（砂時計を確認しながら作業に取り組むなど）を確認した
り、必要に応じて工程表を提示したりする。報告の際には、自分か
ら姿勢に気を付けることができるように、姿勢が整うまで待つ。 

☆Ａ・Ｓが自分で製品の仕上がりを確認し、正確に製品を作れるよう
に、机上にスタンプの善し悪しの見本を貼っておく。(T1) 

☆Ｓ・Ａがスタンプ押しの仕上がりを意識できるように、見本を用意

し、自分で仕上がりを判断できるようにする。目標枚数が分かるよ
うに、手元に出来高ボードを準備する。(T6) 

☆Ｎ・Ｓが作業と休憩の区別がつくように、押す紙は報告までの１回

分だけ提示したり、休憩中はタイマ－を使用したりする。作業が滞
ったときは、作業を再開するきっかけになるよう、うなずきや「ど
うぞ」などの簡単な言葉掛けをする。(T2) 

赤白丸シ－ル 
タイマ－ 

メモ用紙 
スタンプ 
インク 

スタンプ枠 
スタンプマシ－ン 
メモスタンド 

メモシ－ト 
ドライヤ－ 
ボンド 

砂時計 
フェルトボ－ルメ－
カ－ 

ビ－ズ 
ビーズケ－ス 
テグス 

カラ－ワイヤ－ 
検品見本 
模擬時計 

時計 
工程表 

11:35 ４  日誌を書く。 ◆本時の振り返りができるように、立てた目標や本時の出来高を確認
するように伝えたり、教師と一緒に確認したりする。 

☆Ｕ・ＫとＳ・Ａは自立活動のため、日誌の記入が終わり次第、あい
さつをして自分の教室へ向かう。 

作業日誌 

11:45 ５ そうじをする。 ◆掃除をする箇所が分かって、一人で掃除を進められるように、床に

矢印や番号を付ける。 

清掃用具 

ま
と
め 

12:00 

 
 
 

 
12:10 

６  終わりの会をする。 

 (1)あいさつ 
 (2)がんばり発表 
 (3)先生の話 

 (4)あいさつ 

◆本時の成果を確認したり、達成感が味わえたりするように、本時の

出来高を確認したり、がんばり発表では生徒の発表を製品や具体的
場面と照らし合わせて称賛したりする。 

◆次回の作業の意欲や見通しをもてるように、単元計画表や完成品を

用いて、次回以降の流れを確認する。 

出来高表 

単元計画表 

◆は、主に全体支援   ☆は、個別の支援 



 

 

（２）個別目標及び評価 

担当 氏 名 個 別 目 標 評 価 

フェルト 

ボール 
Ｕ・Ｋ 

・フェルトボール作りの音や振動を感じながら、部分的に一人で作業に取り組む。  

・報告する相手の顔を見て、言葉掛けに笑顔で応じる。  

ビ
ー
ズ 

ス
タ
ン
プ
押
し 

Ｓ・Ｋ 
・本時の目標数が分かり、静かに座って作業に取り組む。  

・番号枠内に並んで待ち、１番の枠に立ってから相手を見て報告する。  

Ｓ・Ｉ 
・本時の目標数が分かり、工程表や見本を手がかりに作業に取り組む。  

・作業の区切りで、自分から報告をする。  

ビ
ー
ズ 

Ｔ・Ｒ 
・ビーズの数を自分で確認しながら、落ち着いて作業に取り組む。  

・不安なときや失敗したときに近くの教師に報告したり相談したりする。  

Ｏ・Ｓ 
・ビーズの長さを自分で確認しながら、決められた長さにビーズを通す。  

・順番が来るまで一人で一列に並んで待ち、自分の番になったら一人で報告する。  

製本 Ｙ・Ｒ 
・本時の自分の目標数が分かり、自分の工程を覚えて正確に作業を進める。  

・自分から報告する姿勢や声の大きさに気を付けてあいさつ・返事・報告をする。  

ス
タ
ン
プ
押
し 

Ｓ・Ａ 
・押したスタンプの形を自分で確認し、仕上がりを意識しながら作業に取り組む。  

・１０枚完成したら、自分から近くにいる担当の教師の名前を呼んで報告する。  

Ａ・Ｓ 
・本時の自分の目標が分かり、目標達成に向けて自分から作業に取り組む。  

・相手の目を見て、あいさつ・返事・報告をしたり、自分で報告のタイミングを考えて行ったりする。  

Ｎ・Ｓ 
・作業と小休憩を繰り返し、作業時間終了まで静かに作業に取り組む。  

・はんこを押したメモ用紙を一人でトレイに入れて、報告に向かう。  

評価について ○：本時の目標に迫っている  △：支援，手立ての改善が必要である 



 

 

（３）配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｙ・Ｒは、始めの会と終わりの会の時は★の位置に移動する。 

 

（４）評価の観点 

生  

徒 

・自分の作業内容が分かり、自分から作業を進めることができたか。 

・自分の目標を達成することができたか。 

・あいさつ・返事・報告をする場面が分かって行うことができたか。 

・自分が気を付ける態度のポイントが分かってあいさつ・返事・報告をすることができたか。 

教

師 

・自分から作業に取り組むための環境や教師の関わり方は妥当だったか。 

・自分の作業内容や目標が分かるための教室環境や教師の言葉掛け、日誌記入の仕方は妥当だっ

たか。 

・自分の目標を適切に設定するための教師の関わり方や自分の目標を達成するための手順表など

の教材・教具は適切だったか。 

・あいさつ・返事・報告などをする場面がそれぞれの生徒にとって分かりやすく設定されていた

か。 

・自分が気を付ける態度のポイントが分かりやすく提示されていたか。また、そのための教師の

言葉掛けや示範、教材・教具の提示は妥当だったか。 
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高等部 作業学習（陶芸班）学習指導案 
 

日 時：平成２６年１１月２０日（木）９：３５～１２：１０ 
※３校時提示 

場 所：高等部陶芸室 
指導者：高澤衣久子（Ｔ１）、高井俊博（Ｔ２） 

松岡 一（Ｔ３）、相澤 唯（Ｔ４） 
 
１ 単元名  「製品（さんま皿、小判皿、小鉢、スープ皿、葉っぱ皿、もみじ皿）を作ろう 

～よねやハッピータウン店での販売会に向けて～」 
 
２ 目標 
（１）自分の役割を果たすことで班への所属感をもち、作業学習製品の完成に向けて仲間と協力して取り組

む。 
→役割の理解と働くことの意義（情報活用能力）、生きがい・やりがい（将来設計能力） 

（２）挨拶や返事、報告、質問などを場に応じて適切に行うとともに、自ら考え判断しながら作業を進める。 
   →意思表現、場に応じた言動（人間関係形成能力）、自己選択（意思決定能力） 
 

３ 生徒と単元 
（１）生徒について 
   本作業班は、１年生４名、２年生１名、３年生２名（男子５名、女子２名）の計７名で、昨年度から

所属している生徒を除く５名は陶芸に初めて取り組む生徒である。コミュニケーションについては、身
振りや教師に手で触れることで意思表示できる生徒が２名、言語によるやりとりが可能な生徒が５名で、
ともに教師の指示を聞き意欲的に行動することができる。また、日常的な体調への配慮、視覚への配慮
が必要な生徒がそれぞれ１名いる。 
これまで、アート＆クラフトフェアや横養祭での販売会、ふるさと村のさくら庵への納品に向けて製

品作りに取り組んできた。日頃の学習場面においては、黙々と取り組んだり、仲間と同じ時間と場を共
有することを楽しんだりすることに加え、時には仲間に対して励ましや気遣いの言葉を掛けたりする姿
も見られるようになってきた。また、前期・後期実習においても陶芸作業に取り組んだ生徒は、大きな
声で挨拶や返事、報告をし、自信をもって意欲的に作業を進めることができつつある。しかし、班全体
での取り組みとしては、まだ不十分であるため、生徒が自分の役割を果たし、仲間とともに楽しみ助け
合いながら作業を進めていくことの大切さを理解するとともに、自ら考え判断しながら作業を進めるこ
とが必要であると考える。 

 
（２）単元について 
  陶芸は製品完成までに時間を要する反面、様々な工程があることで、個々の特性を生かして担当工程
を決めることができる。また、その日の生徒の状態に合わせて、いくつかの工程を組み合わせたり、生
徒の成長に応じて新たな工程に挑戦したりすることもできる。 
本単元は自分の役割を果たして、仲間と協力しながら製品作りを行うことをねらいとしている。１１

月の横養祭では、生徒にとって身近な家族や知人が、自分たちの作った作業学習製品を購入している。
その場面に立ち会ったことで、生徒たちは自分が作った製品を他者（お客様・家族・知人）が購入し、
使用してもらえる喜びを味わっており、本単元での製品作りへ意欲的に取り組むことが期待できる。ま
た、次の工程に確実につなげるために自分の役割に責任をもって取り組むこと（「集団の一員としての
役割遂行【人間関係形成能力】」）や、互いに相談・確認し合うことを通して、仲間と協力することの大
切さや一緒に働く喜び（「職業の意義の実感、生きがい・やりがい【将来設計能力】」）を味わってほし
いと考える。さらに互いに協力して作業する中で、報告や連絡、相談する場面も多く設定することがで
き、適切な言葉遣いや話し方を意識して取り組むこと（「必要な支援を適切に求めたり、相談したりで
きる表現力【人間関係形成能力】」）ができると考えられる。 
作業学習において満足感、達成感を積み重ねることは、様々な活動に対する自信と新たなことに挑戦

しようとする意欲につながると考える。さらに自ら考え判断したり、仲間とのかかわりを楽しみ助け合
ったりすることは、卒業後の自立と社会参加を実現するための礎になると考え、本単元を設定した。 

 
（３）指導にあたって 

自分の役割をしっかり理解して作業に取り組むために 
・その日の自分の作業内容が分かるように、ホワイトボードに作業工程名、発注数、写真カード、名札
を掲示する。 

・工程の流れを全員が理解できるように、工程順に作業場所を配置する。 
・自分の担当する工程に責任をもって取り組めるように、作業指示書を渡す。 
自ら考え判断しながら作業を進めるために 
・成形の工程において、自ら考え判断しながら作業を進めることができるように、製品の見本を置く。 



 

 

・具体的な目標として意識し、自分で評価しやすいように、作業指示書に発注数と出来高を記入する欄
を設ける。 

・生徒同士がお互いに声を掛け合って作業を進められるように、お互いの様子が見える作業環境を設定
する。 

・生徒間でやりとり（挨拶、返事、報告、質問等）ができるように、教師がやりとりの具体的な手本を
示したり、生徒同士のやりとりで良かった場面を、その場で即時に称賛したりする。 

 
４ 指導計画（総時数３６時間 本時１４～１６／２９） 

小単元名 活動内容 主な目標 時数 

１ 横養祭につい
て振り返ろう 

・横養祭販売会の振り返り 
・今後の製品作りに向けての
話し合い 

・横養祭での販売会の売り上げ成
果を基に、次の販売会に向けて
作る製品について考え、話し合
う。 

５時間 

２ よねや販売会
に向けて製品を
作ろう 

・販売会に向けての製品作り ・販売会の振り返りを基に、仲間
と協力しながら製品を作る。 

・自分の担当する作業工程に責任
をもって取り組む。 

・必要に応じて互いに教え合った
り、自ら考え判断したりしなが
ら作業に取り組む。 

・態度に気を付けて、挨拶や返事、
報告をし、製品の仕上がりを意
識して作業に取り組む。 

２９時間 
（本時１４～１６

／２９） 

３ 製品を納品し
よう 

・納品に向けての確認作業 
・頑張りを評価し、班全体で
共有 

・事務局へ納品 

・納品に向けて、完成した製品を
全員で見合い、表面のざらつき
やひび割れがないかを確認する 

・自己評価したり、全員で互いの
頑張りを認め合い共有したりす
ることで、満足感や達成感を味
わう。 

２時間 

 
本指導では、知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科「職業科」「国語科」「社会

科」と「自立活動」の内容を以下のとおり取り扱う。 
 

職業科 

働くことの意義 ・働くことの意義を理解し、作業や実習に取り組み、働く喜びを味わう。 
道具・機械等の取り扱
いや安全・衛生 

・道具や機械の操作に慣れるとともに、材料や製品の扱い方を身に付け、
安全や衛生に気を付けながら作業や実習をする。 

役割 ・自分の分担に責任をもち、他の者と協力して作業や実習をする。 

国語科 
聞く・話す 

・話し手の意図や気持ちを考えながら、話の内容を適切に聞き取る。 
・自分の立場や意図をはっきりさせながら、相手や目的、場に応じて適
切に話す。 

読む・書く 
・いろいろな語句、文及び文章を正しく読み、内容を読み取る。 

・相手や目的に応じていろいろな文章を適切に書く。 
社会科 集団生活と役割・責任 ・相手や自分の立場を理解し、互いに協力して役割や責任を果たす。 

自立活動 
心理的な安定 ・情緒の安定に関すること。 

人間関係の形成 
・他者とのかかわりの基礎に関すること。 
・自己の理解と行動の調整に関すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

５ 単元における生徒の実態 
氏名 単元における実態 単元における目標 

Ｋ・Ｔ 
（１年・女） 

・主にたたら作りと成形を担当、前期及び後
期実習においても陶芸作業に取り組んだため、
自信をもって取り組むことができている。 

・どの工程においても丁寧に取り組むことが
できるが、たたら作りの際に、次の工程（成
形）の人が待っているから早く作ろうとい
う意識があまり見られない。 

・体調に配慮が必要な先輩に対して、「あと
少しだから頑張りましょう」などと気遣う
ことができる。 

・１枚２０分間程度でたたらを作る。 
 
・自分の作業に責任をもって取り組むととも
に、仲間と声を掛け合いながら作業を進め
る。 

Ｆ・Ａ 
（１年・男） 

・主に成形を担当、後期実習において陶芸作
業に取り組んだことで、自信をもって取り
組むことができるようになっている。 

・作業指示書や作業手順表にしたがって、自
分の仕事を理解し、責任をもって集中して
取り組むことができる。 

・挨拶や返事、報告は、大きな声でしっかり
行うことができる。 

・成形の工程において、仕上がりの良い製品
作りに向けて、なめし革で丁寧に皿の縁を
整える。 

 
・たたらの受け渡しのときには、「たたらをも
らいます」「ありがとうございます」などと
前の工程の人に声を掛けながら作業に取り
組む。 

Ｏ・Ｎ 
（１年・女） 

・主に計量を担当、教師の言葉掛けにより一
人で活動することができるようになってきて
いる。 

・ベルを使って計量できたことを報告するこ
とに取り組んでいる。 

・教師の言葉掛けに応じて、自分で粘土をち
ぎってはかりに乗せる。 

 
・教師の言葉掛けを聞いたり、指さしに応じ
たりしながら、自分でベルを鳴らして報告
する。 

Ｋ・Ｙ 
（１年・男） 

・主に成形を担当しているが、他の工程（練
り、たたら作り）にも興味をもち、取り組
み始めている。 

・同じ作業を継続して行っていると、集中が
途切れてしまうことがある。 

・場に合っていない言葉遣いや発言をしてし
まうことがある。 

・分からないことがあったら、同じ工程に取
り組んでいる仲間に質問や相談をしながら
作業を進める。 

 
・適切な言葉遣いで、報告や依頼をする。 

Ｎ・Ｈ 
（２年・男） 

・主にたたら作りを担当、作業内容を理解し、
作業指示書に沿って作業することができる。 

・後輩が計量した粘土を自ら取りに行き、「こ
こに入れてください」と優しく言葉掛けす
ることができる。 

・常に様々な悩みを抱えているため、時々そ
のことが気になって情緒不安定になり、作
業に集中できないことがある。 

・たたらを３枚作ったら１０分間休憩するこ
とで、情緒を安定させて作業に取り組む。 

 
・たたらの受け渡しのときに、成形の人の言
葉掛けに「１枚仕上がりました」と伝えた
り、「はい」と答えたりして作業を進める。 

Ｔ・Ｇ 
（３年・男） 

・主に計量を担当、体調によって作業に対す
る意欲が左右されるが、自分の作業内容を
理解し、作業指示書に沿って時間いっぱい
活動することができる。 

・自分の体調を教師に伝えたり、仲間に声を
掛けてもらったりしながら、発注数を達成
できるように取り組む。 

・粘土を７００ｇ計量したら、自分でベルを
鳴らして報告する。 

Ｓ・Ｙ 
（３年・男） 

・昨年度から引き続き陶芸班に所属している
ため、作業の一連の流れを理解している。 

・主に成形を担当している。 
・前時から続く自らの技術課題を理解し、当
日の作業指示書にしたがって作業を進めるこ
とができる。 

・さんま皿の成形において、自らの目標枚数
を達成できるように取り組む。 

 
・成形の仲間に励ましの言葉掛けやアドバイ
スをし、自分の作業に責任をもって取り組
む。 

 
 



６ 本時の計画 

（１）本時の目標及び展開 

 

 

 

本時の 

目標 

・自分の作業内容を理解し、責任をもって取り組む。 

・態度に気を付けて、挨拶や返事、報告をするとともに、互いに声を掛け合いながら作業を進める。 

   ◆印は、全体への支援 ☆印は、個への支援 

前時 

からの 

改善点 

 

・仲間と互いに声を掛け合いながら作業を進めていけるように、具体的な手本を示す。 

 時間 学習活動 指導上の留意点 準備物 

導

入 

9：35 

9：45 

１ 作業日誌を記入する。 

２ 始めの会を行う。 

（１）あいさつ 

（２）先生の話 

（３）３つの約束・キャッチフレーズ 

◆本時の作業内容が分かるように、ホワイトボードに作業分担と発注数を提示す

るとともに、全員に作業指示書を渡す。 

◆身だしなみチェックが確実にできるように、いつものペアで行うよう言葉掛け

をする。その際、欠席者がいた場合は、３人で行うよう言葉掛けをする。 

◆本時の目標を立てられるように、生徒の実態に応じて、発注数や担当する工程

での注意点を確認する。 

◆互いに声を掛け合いながら作業を進められるように、「先生の話」の際に教師

が具体的な手本を示す。 

作業日誌 

ホワイトボード 

作業工程カード 

名札 

作業指示書 

作業日程カレンダー 

展

開 

9：50 ３ 作業をする。 

 ○計量（Ｏ・Ｎ）（Ｔ・Ｇ） 

 ○たたら作り（Ｋ・Ｔ）（Ｎ・Ｈ） 

 ○成形（Ｆ・Ａ）（Ｓ・Ｙ） 

 ○練り・たたら作り・成形（Ｋ・Ｙ） 

◆自分で準備や片付けができるように、使用する道具を個人の棚に置いておく。 

☆Ｏ・Ｎ 

・何ｇの計量をするか分かるように、はかりの「５００」の目盛り部分に赤の矢

印シールを貼っておく。 

・楽しみながら作業に取り組めるように、始めは教師がちぎった粘土を本人に渡

して「せーの」「よいしょ」などの言葉掛けをしながら一緒に行う。できるだ

け一人で計量できるように、生徒から見える位置に立ち、「見てるよ」「続けて」

などの言葉掛けをする。（Ｔ４） 

・自分で報告のベルを鳴らすことができるように、教師が生徒の横で「せーの」

と言葉掛けしたり、指さしたりする。（Ｔ２、Ｔ４） 

☆Ｔ・Ｇ 

・一人で７００ｇの計量ができるように、はかりの「７００」の目盛り部分に赤

の矢印シールを貼っておく。 

・仲間と一緒に楽しく作業するという意欲が持続できるように、常に班全員が見

えるような場所で作業を行う。疲れが見えたときには教師が作業内容を調整

し、休憩するように言葉掛けをする。（Ｔ２） 

☆Ｋ・Ｔ 

・自ら考え判断してたたら作りに取り組めるように、粘土の状態や作業の進捗状

況を見て１枚のたたらを何分で作るか自分で決めるように伝える。（Ｔ１） 

☆Ｎ・Ｈ 

・情緒を安定させて、安心して活動に取り組めるように、本人の作業活動の様子

や表情を十分に観察し、たたらを３枚作ったら１０分間休憩するように事前に

伝える。（Ｔ２） 

・自信をもって取り組めるように、上手にできたときには「とてもきれいなたた

らができましたね」などと称賛する。（Ｔ１） 

☆Ｆ・Ａ 

・仕上がりの良い製品作りに向けて、丁寧に成形できるように、本人と気を付け

るポイントを事前に確認し、製品の見本を側に置いて取り組むように伝える。

（Ｔ１） 

・仲間と協力しながら作業が進められるように、たたらをもらう際には、「たた

らをもらいます」などと声を掛けて作業するように伝える。 

☆Ｋ・Ｙ 

・分からないことがあったら同じ工程に取り組む先輩に質問や相談するように事

前に伝える。（Ｔ１、Ｔ３） 

・適切な言葉遣いで報告や依頼ができるように、手本となる先輩や教師と隣り合

って作業を行う。（Ｔ３） 

☆Ｓ・Ｙ 

・さんま皿の成形において自らの目標枚数を達成できるように、スムーズに達成

できたときのことを本人と振り返ったり、「この調子で頑張ろう」などと言葉

掛けをしたりする。（Ｔ３） 

・仲間に励ましの言葉やアドバイスができるように、隣で成形する後輩に目を配

るように事前に伝えたり、状況に応じて言葉掛けしたりする。（Ｔ３、Ｔ１） 

シール 

粘土 

はかり 

粘土板 

切り糸 

キッチンタイマー 

滑り止めシート 

たたら板 

のばし棒 

各皿の型紙 

各皿の石膏型 

切り針 

手動ろくろ 

ボウル 

なめし革 

砂袋 

タッパー 

新聞紙 

霧吹き 

片栗粉 

はんこ 

雑巾 

布 

ＢＧＭ用のＣＤ 

ＣＤラジカセ 

ま

と

め 

11：55 

12：05 

４ 片付けをする。 

５ 午前の終わりの会を行う。 

（１）Ｔ・Ｇの出来高発表 

（２）午後の作業について 

（３）終わりのあいさつ 

◆午後の作業がスムーズにできるように、簡単に片付けをするように伝える。 

☆Ｔ・Ｇは、午前のみの参加のため、本時の出来高を発表する。 

◆午前の学習の終わりを意識できるように、姿勢や視線について言葉掛けをす

る。 

 



（２）個別目標及び評価 

氏 名 個別目標 評価 

Ｋ・Ｔ（女） 

・粘土の状態や作業の進捗状況を見ながら、１枚のたたらを何分間で作るかを自分で決めて取り組む。  

・自分の作業に責任をもって取り組むとともに、たたらの受け渡しのときに返事をしたり、計量の仲間に「５００

ｇ計れたね」などと声を掛けたりしながら作業を進める。 

 

Ｆ・Ａ（男） 

・仕上がりの良い製品作りに向けて、石膏型と成形した粘土の間に隙間ができないように、石膏型に沿ってなめし

革で丁寧に皿の縁を整え、成形を行う。 

 

・たたらの受け渡しのときには、「たたらをもらいます」などと前の工程の人に声を掛けながら作業を進める。  

Ｏ・Ｎ（女） 
・教師の言葉掛けに応じて、自分で粘土をちぎってはかりに乗せる。  

・教師の言葉掛けを聞いたり、指さしに応じたりしながら、自分でベルを鳴らして計量できたことを報告する。  

Ｋ・Ｙ（男） 
・分からないことがあったら、同じ工程に取り組んでいる仲間に質問や相談をしながら作業を進める。  

・適切な言葉遣いで、報告や依頼をする。  

Ｎ・Ｈ（男） 
・たたらを３枚作ったら１０分間休憩することで、情緒を安定させて作業に取り組む。  

・たたらの受け渡しのときに、「１枚仕上がりました」と伝えたり、「はい」と返事をしたりしながら作業を進める。  

Ｔ・Ｇ（男） 
・自分の体調を教師に伝えたり、仲間に声を掛けてもらったりしながら、発注数を達成できるように取り組む。  

・粘土を７００ｇ計量したら、自分でベルを鳴らして報告する。  

Ｓ・Ｙ（男） 
・さんま皿の成形において、自らの目標枚数を達成できるように取り組む。  

・成形の仲間に励ましの言葉やアドバイスをし、自分の作業に責任をもって取り組む。  

評価について ○：本時の目標に迫っている  △：支援，手立ての改善が必要である 



（３） 配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 評価の観点 

生

徒 

・自分の作業内容が分かり、責任をもって取り組むことができたか。 

・態度に気を付けて、挨拶や返事、報告をするとともに、互いに声を掛け合いながら作業を進める

ことができたか。 

・自分の目標を達成することができたか。 

教

師 

・担当する作業工程や作業内容を理解するための提示の仕方は適切であったか。 

・生徒が安心して意欲的に取り組めるような作業環境（生徒と教師の配置、雰囲気作り）を設定す

ることができたか。 

・生徒が気を付けなければならない態度や作業の進め方のポイントを理解できるようにするための

支援は妥当だったか。 

・作業の進捗状況や生徒の困っている場面をとらえ、適切なアドバイスをすることができたか。 

・生徒が自分の目標達成に向けて、目標を意識できるような言葉掛けができたか。 
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※矢印→は、本時でねらう生徒同士のかかわり 



あ と が き

教頭 髙 橋 斉

今年度、本校では「児童生徒が『今』やることが分かり、夢中になって活動する姿を目

指した授業づくりⅡ～キャリア教育の視点を取り入れて～」を研究テーマとし、授業改善

に取り組んできました。その取組を「研究紀要第３５集」にまとめることができました。

本研究は、昨年度までの研究である「主体性を育む」授業づくりの成果と課題を生かし、

授業改善を日常的な取組にしていくことで、児童生徒が「分かり、できる（夢中になる）」

ことを目指すものです。さらに、今年度は研究推進（授業づくり）にあたり、キャリア教

育の視点を取り入れることにし、先行研究である「知的障害のある児童生徒のキャリアプ

ランニング・マトリックス（試案）」（H23特総研）を活用して各学部段階で育てたい力や

各単元等で育てたい力を明確にしたいと考えました。児童生徒の自立と社会参加につなが

る主体性を育むために、児童生徒が「『今』やることが分かり夢中になって活動する姿を

目指した授業づくり」の実現を図る研究となりました。

本研究の成果は、授業づくりにおいて「キャリアプランニング・マトリックス」を単元

づくりにおける教師間の練り合いの共通ツールとして活用することができたことです。授

業研究会の提示授業においても、全ての学習指導案等に反映させることもできました。加

えて、職員はミニ授業研究会などを積み重ねることで、改善の視点（単元構成、環境設定

の工夫等）を明確にして次時の授業に向かうようになり、授業づくりへの自信をもつこと

ができるようになりました。授業担当者間でチームによる授業づくりが定着し、本年度の

重点事項である「授業改善の日常化」がなされつつあります。

一方、課題としては「授業改善を日常化するための体制づくり」「学部間の系統性ある

指導」があげられます。すべての職員が少なくとも年１回は授業提示し、他の職員との協

議を重ねる取組は着実な授業改善につながりましたが、行事や会議等の精選が求められる

中、より効率的な授業研究会・職員研修会等の企画・運営が必要であると考えます。また、

「学部間の系統性ある指導」については、今年度「キャリアプランニング・マトリックス」

を授業づくりの共通ツールとして活用してきましたが、各学部単位での共通理解にとどま

っているのが現状でした。今後、キャリア教育の全体計画等の作成・活用を通し、学部間

の系統性ある指導を検討・推進していく必要があります。

さて、次年度は障害等の重度・重複化、多様化する現状に対応した教育活動を展開する

ために、ライフキャリアの視点による教育課程の改善と地域資源（施設、人材等）を活用

した特色ある授業づくりを実践し、児童生徒の社会的自立につながる力を育むための研究

を進めたいと考えています。

最後に、本研究の成果は決して十分なものではなかったと思っておりますが、皆様には

本紀要をご覧いただき、率直なご感想やご意見を頂戴できれば幸いです。また、本研究を

進めるにあたり、県教育庁特別支援教育課をはじめ、秋田大学（武田篤教授、奥山順子教

授）、宇部フロンティア大学（小栗正幸臨床教授）、盲学校・聾学校・秋田きらり支援学

校の諸先生から、丁寧で温かなご指導をいただきました。改めてお礼を申し上げるととも

に、今後とも、引き続き本校にご支援をいただきますようよろしくお願い申し上げます。


