
中学部 事例 No.１ 

生活単元学習「１くみカフェをつくろう～たけまつりでおもてなし～」 

  対象 中学部 １年生  計５名 

活動内容 

オリエンテーション、カフェ体験（インタビュー） 

発声練習、アイデア会議（随時）、道具作り 

おもてなし練習（挨拶・清潔学習・接客練習等） 

広報活動、カフェ開店（３回）、カフェ新聞作りなど 

単元計画 

【第一次】 

カフェ体験・発声練習・道具作り 

 

 

    

【第二次】 

おもてなし練習・道具作り 

 

      

【第三次】 

広報活動・カフェ開店・カフェ新聞作り

      
 

単元の概要 

クラス全員で協力して、カフェを作り、お客さん

をおもてなしすることを学ぶ単元です。実際のカフェ

を体験し、そこからアイデアを考え、挨拶や接客の練

習、道具作り等様々な活動に取り組みました。開店で

は、それぞれの個性や力が生きる役割を担い、互いに

協力し合いながら、全員でおもてなしをしました。 

交流及び共同学習とのつながり 

1組では、授業交流を教育活動の節目とし、生徒達が受

け身ではなく主体となって、力を発揮する機会と捉えて

います。２回の授業交流では、道具作りに一緒に取り組

み、高校生をお客さんに見立てて、これまで練習を重ね

てきた接客を行いました。高校生からの励ましや評価が、

生徒のさらなる意欲や自信につながりました。 

日々の教育活動とのつながり 

日常生活の指導 挨拶、清潔・身だしなみ、当番・役割活動 

自立活動 心理的な安定、コミュニケーション、自他理解、身体の使い方 

国語 相手に伝わる表現、文章を書く力 

数学 数量の理解、数の集計 

共生社会へのつながり 

多くのお客さんを呼びたいという生徒の願いから「お客さんが喜ぶ店作り」をめざしました。近隣のカフェに

インタビューをして人気メニューを取り入れたり、高校生から接客についての助言を受け、改善したりしました。

「たけまつり」では、地域の方も含め多くの来客があり、忙しい時間でしたが、どの生徒も充実した表情で自分

の仕事をやりきりました。この経験をベースに、人とつながり、感謝される喜びをさらに感じてほしいです。 



 

交流及び共同学習の取組とのつながり 
 

エピソード 

1組では、「自分と他者の違いに関心をもち、人と関わる力」を大切にしています。友達同士でも、「○さん

は甘い物が嫌い？」「○くんは騒がしいのが苦手」等、他者に関心をもち、互いに質問し合う場面が日常的に見

られます。この力は、昼休み交流でも、高校生に好き嫌いや得意・苦手を尋ねる等、積極的に関わろうとする姿

につながっています。また、授業交流でも、表現することが苦手な生徒が自ら感想を伝えようとしたり、自分の

見方にこだわりやすい生徒が高校生からのアドバイスを受け止めたりする様子が見られました。自分の視点だけ

でなく、様々な視点があることに気付き、その多様性を楽しむ力は、社会で生きる上で大切だと考えます。今回

の授業でも「お客さんが喜ぶ」おもてなしを生徒の目標として確認し、学習を進めていきました。 

 

     

 生徒 Aはみんなが笑っている楽しい雰囲気が好きな生徒です。一方で、環境

の変化に弱く、騒がしい場所や人の刺激に敏感なところがあります。「力を最

大限に発揮する」ことを Aの目標とし、Aが安心できる環境や Aの力が生きる役

割を設定しました。道具作りでは得意な作業能力を発揮し、友達から「Aくん速

い！」と評価されました。お店では、おしぼりやお菓子を準備する役割を担い、

騒がしい店内で、最後まで自分の仕事をやり切りました。自分の作ったものが

お客さんに運ばれる様子を笑顔で見ていました。今後も、身近な小集団をベー

スに、人のなかで活動する楽しい経験を積み上げてほしいと考えます。 

 

    写真 

 生徒 Bは、人と関わりたい気持ちはあるものの、言葉の表出が難しく、コミ

ュニケーションに苦手意識があります。Bは、ホールの役割を担いました。初め

は、小さな声での接客でしたが、本番と近い環境で接客練習を重ねるにつれて、

徐々に声が出てきました。授業交流では、練習の成果を発揮し、高校生と注文

のやりとりがうまくできました。感想発表では、初めて自分から手を挙げ、「楽

しかった」と思いを伝えていました。言葉はもちろん、身振りや文字など、様々

な方法で思いを伝え、人と通じ合う喜びを感じてほしいと思います。 

 

    写真 

生徒 Cは、自分で考えて行動することが苦手です。また、自分のすべきこと

がわかっていても、周りのことが気になってしまい、行動が途切れてしまうこ

ともよくあります。Cは、店長を務めました。店長の役割を「困っているスタッ

フを助ける」こととしました。始めは、教師からの細かい指示が必要でしたが

周りの変化によく気付く Cの良さも生き、徐々に自分ですべきことを考えて行

動できるようになってきました。開店では、飲み物の準備、接客、お客さんの

お迎えや見送りの挨拶と、最後まで目的を見失わず、仕事をやり切りました。 

日々の教育活動が生かされた点 

 1組では、個々の苦手なことへのチャレンジと共に、得意な力を生かす自立活動の視点を教育活動全体で大切

にしています。例えば生徒 Bの場合は、言葉の表出の課題に焦点を当て、本人が発音しやすい音の組み合わせか

ら発声する機会を設けたり、生徒 Cの場合は、周りの変化によく気がつく強みを生かして、授業開始の時間をみ

んなに知らせる役割を担ったりしています。これらの学びは、今回の授業において、「一人一人の力が生きる役

割」へとつながっていると考えます。 



単元名 生活単元学習「1くみカフェをつくろう～たけまつりでおもてなし～」 

生徒の 

実態 

自閉症等を併せ有する知的障害生徒５名で、発達段階はおよそ B～C段階である。言葉だけでは次の

活動の見通しがもちにくい生徒から、系列的な理解ができ、いくつかの活動をまとめてできる生徒ま

で、実態に幅がある。互いに刺激になりやすく、自分の気持ちが先行し、トラブルになることも多い

が、どの生徒も友達をよく意識しており、学び合うことができる集団である。生徒の多くは、好きな

ことや自信のあることには意欲的に取り組めるが、集中が続かず、活動を自分で最後まで締めくくる

ことが難しい。わかる・できる自信をベースに、少し苦手なことにもチャレンジし、クラスや集団の

一員として役割意識をもって、活動をやりきる力を付けていきたい。 

単元 

目標 

・適切な話し方や振る舞い方が分かり、接客することができる。 

・みんなでお店を作るという目的がわかり、自分の役割を主体的に果たそうとすることができる。 

・人を招待し、おもてなしをすることに期待感や達成感をもって、活動することができる。 

交流及

び共同

学習の

視点 

この単元のキーワードは「主体」と「おもてなし」である。教師主導ではなく、メニュー決めや道

具制作等、店を作る過程に生徒自身が主体的に関わり、一人一人が自立して自分の役割を果たせるこ

とを大切にした。また、「自分たちの」店に多くの人を呼び、おもてなしをする活動をとおして、自

信をもって人と関わり、客が喜んでくれることに喜びを感じてほしいと考えた。授業交流の場を、場

の共有や受け身の経験に留めるのではなく、「店員と客」という役割のなかで、相互的に関わる経験

として、人とつながる力を高めていきたいと考えた。 

単元 

計画 

次 時 内容 日々の教育活動との 

つながり 

第一次 １-６時 オリエンテーション 

カフェ体験 

発声練習 

道具作り 

自立活動 

作業学習 

 

第二次 ７-13時 おもてなし練習（挨拶・清潔学習・接客練習等） 

アイデア会議 

道具作り 

日常生活の指導 

自立活動 

作業学習 

特別活動 

国語 

第三次 

 

14-22時 広報活動 

カフェ開店（３回） 

カフェ新聞作り 

日常生活の指導 

自立活動 

国語 

数学 

観点別評価の３観点に基づく評価規準 

知識・技能 ・道具の使い方を理解し、製作活動ができている。 

・おもてなし（調理・ホール）の手順やポイントがわかり、取り組むことができている。 

思考・判断・表現 

 

・チームの中での自分の役割を意識し、協力して活動することができている。 

・相手に伝わりやすい話し方や、場に応じた適切な振る舞い方をすることができている。 

・カフェのイメージをもち、お店作りについてアイデアを出したり、工夫したりすることができている。 

主体的に学習に

取り組む態度 

・単元の目標や単元の流れを理解し、目的や見通しをもって活動に取り組むことができている。 

・学習したことを振り返り、自分や他者を評価することができている。 

・人を招待し、おもてなしをすることに期待感や達成感をもって、活動することができている。 



個々の 

生徒の

目標・ 

支援・ 

評価 

生徒 個人の目標 支援（手立て） 評価 

A 知

技 

接客の手順がわかり、物を

セッティングしたり、受け

渡しをしたりすることが

できる。 

物を置く場所を明確にして 

マッチングしてできるよう 

にする。 

 

一つ一つ見本カードを見て、マッチングし、正

確にお菓子のセットができた。受け渡しは、ホ

ール係が配膳することがわかって、決められた

場所に置くことができた。 

思

判

表 

自分の役割がわかり、決め

られた時間、自立してやり

切ることができる。 

手順が２～３工程で、繰り返

し取り組むことができ、手応

えがある作業内容を設定す

る。 

釘打ちやビーズ通し、折り紙等様々な手指の操

作が必要な作業に取り組んだ。繰り返す中で見

通しがもてると、スピードも上がり、約 25分の

作業時間、一人でやり切ることができた。 

主

体 

単元のイメージや、授業の

流れを理解し、集団のなか

で落ちついて活動するこ

とができる。 

動画や実物を見せ、お店のイ

メージがもてるようにする。

本人が安心して参加できる

環境を用意したり、人の動き

を整理したりする。 

カフェでおもてなしを受ける体験をしたり、接

客練習を繰り返したりすることで、自分が準備

したお菓子が客に運ばれていくことを理解し、

たくさんの人のなかでも落ちついて役割を果た

すことができた。 

B 知

技 

接客の手順やポイントが

わかり、自分から挨拶や注

文のやりとりができる。 

本人が出しやすい発音での

台詞を決めておく。必要に応

じて、iPad等のコミュニケ

ーションツールを用いる。 

最初は受け身だったが、決めた台詞や手順で練

習を重ね、接客の場数を踏むことで、徐々に自

分から客に注文確認を丁寧にとったり、大きな

声で挨拶をしようとしたりすることができた。 

思

判

表 

ペアやグループで協力し、

自分の役割を自立してや

り切ることができる。 

ペアやグループを一定固定

し、役割を明確に示す。 

ホール長の役割を担い、自分の担当以外のテー

ブルにも意識を向け、自分で周囲の状況を判断

して、友達を手伝うことができた。 

主

体 

おもてなしすることに期

待感をもって、メニュー等

を決めたり、内容を工夫し

たりすることができる。 

接客の様子を動画等で見せ

たり、客になる体験をさせた

りして、おもてなしのイメー

ジがもてるようにする。 

試食会を経て、いくつかのお菓子を組み合わせ

てメニューを決めたり、客が喜ぶおもてなし（声

の大きさや姿勢等）を意識して、主体的に接客

したりすることができた。 

C     

成果 

課題 

【成果】 

・高校生や地域の方をおもてなしすることを楽しみ、「またやりたい」「今度は調理担当がしたい」 

 「もっとお客さんに来てほしい」等、生徒から次の展開を期待する声が多くあった。 

・活動中や振り返りの際、生徒同士で互いの良さや得意な面を発見し、評価し合う場面が見られた。 

・掃除や給食準備等、日常でも、自分で考えて動いたり、協力し合ったりする場面が増え、集団とし

てのまとまりが強くなった。 

【課題】 

・騒がしさや人の刺激に敏感な生徒 Aについては、今回の単元で客と直接やりとりする活動ができな

かった。人とつながる力を伸ばしていくための授業の内容や配慮は、今後検討が必要である。 

つなが

りの 

分析 

 授業交流をイベントではなく、単元の中に必然性をもたせて設定したことで、生徒が「高校生に見

てもらう」「おもてなしをする」ことを期待し、主体的に活動し、関わろうとすることができた。ま

た、客の見方を意識して接客する経験をとおし、クラスでも、友達を主語にし「Bくんは○○できる

ようになった」等、他者の変化に関心をもって表現する様子が見られた。まずは身近な仲間の中で相

互理解を深めることが、様々な人とつながりながら自分らしく生きる力になっていくと考えている。 

 



中学部 事例 No.２ 

生活単元学習「モンスタートラップ」 

 

 

 

          写真 

対象 中学部 １、２年生  計５名 

活動内容 

 

オリエンテーション 

製作活動（巨大迷路・プラネタリウム・お化け） 

ダンス、練習、リハーサル、改善 

 

単元計画 

【第一次】 

オリエンテーション・製作活動 

 

     写真 

【第二次】 

練習・リハーサル・改善・「たけまつり」 

 

 

     写真 

【第三次】 

リニューアル 

     写真 

 

単元の概要 

個々の生徒がイメージしやすいよう「テーマパー

ク」というキーワードからイメージを膨らませ、クラ

スブースを作りました。話し合い活動で具体的な内容

や道具の配置等を決めました。授業交流で意見をもら

い改善し、「たけまつり」や地域の特別支援学級との

交流学習会で楽しんでもらうことを目標に取り組み

ました。 

交流及び共同学習とのつながり 

授業交流では、ブースに必要なものを高校生も一緒に

協力して製作活動を行いました。２回目の授業交流では

高校生にブース体験をしてもらい「前回よりダンスが上

手になっていた」「おもしろかった！」と感想を言って

もらいました。単元の中で自分達が練習してきたことの

成果や学習の積み上げでつけてきた力を発揮することが

できました。 

日々の教育活動とのつながり 

作業学習 集中して取り組む持続力、意欲、最後までやりきる責任感 

国語 コミュニケーション能力（相手に伝わる話し方、文章を書く、ペア活動） 

自立活動 対人関係のマナー・指示の聞き取り 

特別活動 話し合い活動 

共生社会へのつながり 

クラスの友達との話し合いや製作活動をすることでお互いのことを理解し、自分達が「やりたい！」と思い、

協力しようとする姿が見られました。高校生の協力やブース体験を経て、意見をもらい、自分達で練習・改善し

て作り上げてきたブースが形になりました。実際にお客さんに体験して楽しんでもらい、喜んでもらう経験を積

むことで、様々な人と関わる力やつながることの楽しさや喜びをさらに感じ取ってほしいと考えています。 



 

 

交流及び共同学習の取組とのつながり 
 

エピソード 

授業交流では、高校生と一緒にブース製作を行い、その中でアイデア等を話しながら進めていく設定にしまし

た。初めての人に対して話をすることが苦手な生徒は、最初は緊張や照れがありました。製作活動を一緒にする

なかで、話しかけられたことに答えたり、協力して一緒に活動したりすることができました。２回目の授業交流

では、実際にブースを体験してもらい、意見や感想をもらいました。特にダンスを褒められたことで達成感を得

られている様子が見られました。受付や案内等それぞれの役割と、クラス全員で踊るダンスは、練習を重ねてき

た分、自信をもって発表する姿が見られました。 

 

    写真 

生徒 Aは初めて会う高校生だと緊張してしまい、授業交流に苦手意識をもっ

ています。相手が女子生徒だとどう対応して良いかわからなくなり、いつも以

上に落ち着かない状況になっていました。１回目の授業交流では高校生とペア

になり、巨大迷路用の段ボールを貼り合わせる作業をしました。自分だけでや

ってしまいがちな Aですが、高校生が切ったガムテープを貼っていくという流

れで協力することができました。２回目の授業交流では、実際にブース体験を

してもらい、その後改善のための製作を一緒にしました。集中力の持続が難し

い Aは高校生と一緒に活動するのが難しくなり、一人で作業を進めがちでした。

気持ちを切り替えるため、別の作業に取り組ませたことで、気持ちを立て直し

て最後まで高校生と一緒に活動に取り組むことができました。 

     

 

写真 

 

生徒 Bはクラスの友達に自分から話しかけることは少なく、初めての人だと

緊張することが多い生徒です。話しかけられても「うん」と返事したり、質問

されたことには答えたりする程度でした。授業交流でも話す言葉は多くはあり

ませんでしたが、自分がやりたいと思って作っている「プラネタリウム」を友

達や高校生と一緒に協力して作ることができました。２回目の授業交流では、

ブース体験を高校生にしてもらった後、クラスの友達と高校生の３人で、製作

活動をしました。高校生の「こことここを一緒に持って切ろう」などの言葉掛

けで協力して活動することができました。ダンスは一生懸命に踊り、高校生か

ら「前回よりも上手になったね」と言われ、少し照れながらも喜んでいる様子

でした。 

日々の教育活動が生かされた点 

クラスでは、相手に伝わる話し方を意識することを常に伝え続けることで、意識できる場面も増えてきました。

集中する時間が少しずつ増えたり、友達のことを考えながら折り合いをつけて意見を言ったり、受け入れたりす

ることができるようになってきました。初めての人と話すことに対して構えたり緊張したりする生徒も、昼休み

交流等で、繰り返し関わりをもつなかで、「いつ来るのか」「誰がくるのか」と楽しみに自分達から質問する姿

も見られるようになりました。本単元では、初めての高校生とも一緒に製作活動をすることで、相手の意図を受

け止めたり自分から話し掛けたりすることができた生徒もいました。 



単元名 生活単元学習「モンスタートラップ」 

生徒の 

実態 

知的障害や自閉症を併せ有する生徒５名で発達段階はおよそ B2～D段階である。 

 日常生活はほぼ自立しているが、相手に自分の思いを伝えたり、困っている時に助けを求めたりす

ること等コミュニケーションや人との距離の取り方に課題がある生徒である。集中の持続が難しい生

徒が多く、言葉での指示理解には差があり必要に応じて視覚的な支援を要するが、授業においては、

生徒同士で意見を出し合い相談しながら展開していけるような集団である。日常生活の指導や自立活

動の学習でクラス全体または個別で指導することや、生徒一人一人がより良い人間関係を築いていけ

るようにしていく必要がある。基本的な学習（国語や数学等）面の差は大きく、個々の課題を捉え、

各授業で生活に生きる活動を取り入れることを大切にしている。 

単元 

目標 

・製作物の使用用途を理解し、活動に取り組むことができる。 

・自分で考えて製作活動等に取り組むことができる。 

・ブース発表本番に向けて、意欲的に活動に取り組むことができる。 

交流及

び共同

学習の

視点 

意欲的に活動できるようにブースには生徒がやりたいと思うもの全てを取り入れることとした。お

客さんに来てもらうことを想定し、人が楽しんだり喜んだりしてくれる姿を考えながら友達同士で意

見を出し合い協力することの大切さを感じてほしいと考え単元を設定した。授業交流は、高校生と一

緒に製作活動をするなかでコミュニケーションを取ったり、高校生からアドバイスをもらったりする

機会をつくることとした。ブース発表の場で様々な人に喜んでもらうことや、自分たちの作り上げて

きたもので「こんなに楽しんでもらえた！」と達成感を味わうことで、次の交流及び共同学習で様々

な人と関わることへの意欲につながると考えた。 

単元 

計画 

次 時 内容 日々の教育活動との 

つながり 

第一次 1時 オリエンテーション 

ブース決定（内容・ブース名） 

国語 

特別活動 

第二次 2-19時 製作活動（巨大迷路・プラネタリウム・お化け等） 

ダンス練習 

練習・改善 

（高校生からのアドバイス・動画を見て改善） 

「たけまつり」本番 

国語 

作業学習 

自立活動 

特別活動 

第三次 

 

20-26時 リニューアル（製作活動・練習・改善） 

特別支援学級との交流学習会 

まとめ 

国語 

自立活動 

観点別評価の３観点に基づく評価規準 

知識・技能 ・適切に道具を使用し製作活動に取り組むことができている。 

・ブースの内容を理解し、来客者に説明することができている。 

・適切な言葉遣いで接客をすることができている。 

思考・判断・表現 

 

・自分の役割を理解し製作活動に取り組むことができている。 

・写真や動画を見て活動を振り返り、友達の良いところや改善点を見付けることができている。 

・来客者が楽しめるよう、自分で考えて、接客をすることができている。 

主体的に学習に

取り組む態度 

・単元や授業の流れを理解し、活動に取り組むことができている。 

・製作活動や接客練習で自分なりに考えて行動しようとしている。 

・来客者に喜んでもらうためにどうすればよいかを考えようとしている。 



個々の 

生徒の

目標・ 

支援・ 

評価 

生徒 個人の目標 支援（手立て） 評価 

A 知

技 

ブースの内容を理解し、自

分なりに工夫して、必要な

物を作ることができる。 

製作する物の使用用途を丁

寧に確認する。 

 

迷路に使用するダンボールをどのようにしたら

自立するのかを考え、ついたての支えを作る等、

必要な物を自分なりに考えて作ることができ

た。 

思

判

表 

写真や動画で活動を振り

返り、改善点や友達の良い

ところを見つけることが

できる。 

事前に見てほしいポイント

を伝える。 

 

練習の動画を振り返り、友達の「受付や案内人

のしゃべり方を怖くする」と言う意見に賛同し、

練習に取り組むことができた。本番では、低い

声で話すよう意識して受付をすることができ

た。友達が頑張った点について、振り返りの場

面で書くことができた。 

主

体 

お客さんに喜んでもらう

ためにどうすればよいか

を自分で考えようとし、意

見を言うことができる。 

「自分たちが楽しむのでは

なく、お客さんに楽しんでも

らう」ということを随時伝え

る。 

「お客さんが来たときにもっとイスがあった方

が良い」「お化けを勢いよく落とした方がびっ

くりする」等とお客さんの立場になって考える

ことができた。 

B 知

技 

ブースの内容を理解し、工

夫する点を自分で考えな

がら、必要な物を作ること

ができる。 

製作する物の使用用途を丁

寧に確認する。 

友達と協力してアルミ容器を適切な大きさに切

る等、プラネタリウムに必要な物を友達と協力

して作ることができた。 

思

判

表 

自分の役割を理解し、製作

活動を行ったり、タイミン

グを考えながら接客をし

たりすることができる。 

どのような役割なのかを丁

寧に確認する。 

案内役のすることを理解し、促しが必要な時も

あったが、お客さんを誘導したり、メモをもと

にその場に合った言葉遣いで接客をしたりする

ことができた。 

主

体 

単元の流れや授業の流れ

を理解し、様々な活動に取

り組むことができる。 

単元シート等を毎時間提示

し、視覚的に確認できるよう

にする。 

今、やるべきことがわかり、自分で考えて製作

活動をすることができた。接客練習では、何度

もメモを読み、ダンス練習も一生懸命取り組む

ことができた。 

C     

成果 

課題 

【成果】 

・生徒がやりたいと思ったことについて意見を出し合い決定していくことで、製作過程で意欲的に考

えたり、作業したりすることができた。 

・練習や改善を繰り返し、自分たちのやりたかったことを実現させることで達成感につなげることが

できた。 

・初めての人が苦手な生徒、自分から話すことが苦手な生徒もいるが、高校生の言葉掛けを受け止め、

自然に一緒に活動することができるようになってきた。少しずつではあるが他の交流場面でも期待

感をもったり、一緒に活動することを楽しんだりできるようになってきた。 

・本番では、たくさんのお客さんを相手に全員が自分の役割を意識して活動できた。「怖がっていた

から、最後は驚かすのをやめておこう」「次、用意して！」「できた？」等、みんなで声を掛け合

い準備等をするなかでクラスの絆が深まった。 

【課題】 

・授業交流では生徒が積極的に高校生と一緒に活動できる設定を、さらに工夫すると良かった。 

・生徒の実態に応じて、生徒達自身で準備や片付けができるブース発表にする必要があった。 

つなが

りの 

分析 

授業交流を日頃の学習の積み上げを発揮する機会として、製作活動とブース体験を設定した。自分

達のしたことを高校生に褒められたり、アドバイスを受け入れ改善したり、お互いに認め合える機会

となった。緊張や恥ずかしさがあっても自分の思いを伝え、一緒に取り組んだことが形となり達成感

につながり教育的効果も上がったと考えている。 

 



中学部 事例 No.３ 

生活単元学習「招待しよう」 

 

 

 

          写真 

対象 中学部 ２－３年生  計６名 

活動内容 

 

オリエンテーション、製作活動 

オープニング撮影、ゲーム活動 

接客練習 

招待   など 

単元計画 

【第一次】 

製作活動 

 

 

     写真 

【第二次】 

接客練習 

 

 

     写真 

【第三次】 

招待 

 

 

     写真 

 

単元の概要 

「たけまつり」のブース作りに向けて、お客さん

に楽しんでもらえる、共にできる活動を計画し、ブ

ース製作、接客練習などをクラス全員で取り組みま

した。来てくれる友達や地域の方達との関わりを広

げ、他者を思いやる気持ちや言葉遣い、マナー等の

接客を学ぶ機会にもなりました。自分たちでゲーム

の案内や説明を行うことで、達成感を得る姿があり

ました。 

交流及び共同学習とのつながり 

授業交流１回目は自分たちが製作したオープニング映

像やゲームについてアドバイスをもらい、次回への意欲

や改善につなげることができました。相手に伝わるゲー

ムの説明の仕方や聞き取りやすい声の大きさ等も教えて

もらいました。２回目は高校生をお客さんとして、本番

同様にブース発表をしました。授業交流を積極的に活用

したことで、より「たけまつり」本番への自信をつける

ことができました。 

日々の教育活動とのつながり 

日常生活の指導 挨拶、公共のルールやマナー 

自立活動 集団活動への参加、他者との関わり、他者理解・自己理解、身体の動かし方、姿勢保持、

コミュニケーション、手指の動き、道具の操作 

国語 相手に伝わる話し方、文章をまとめる 

作業学習 役割意識 

共生社会へのつながり 

自分たちで製作したものでお客さんが楽しんでくれたことで、人の役に立つことや喜んでくれることにやりが

いを感じる姿が見られました。また、本単元で学習した他者との適切な距離感や話し方等も今後も意識して人と

の関わりを広げていってほしいと考えています。 



 

 

交流及び共同学習の取組とのつながり 
 

エピソード 

頑張って撮影したブースのオープニング映像の完成度に生徒はとても喜んでいました。授業交流１回目では、

高校生に「面白かった」「動きが上手」と褒められたことでより達成感を感じることができました。自分達も製

作したゲームで遊んで楽しさを感じたり、高校生の様子を見たりして、客を招待することへの見通しやさらなる

意欲につながりました。ゲームの説明文作成についても、実際にゲームを体感したことで、考えがいくつも浮か

びました。高校生にアドバイスをもらい、文をまとめることができました。２回目の授業交流に向けて改善と練

習を重ね、特に相手に伝わる声の大きさや話し方を意識することができました。高校生に客役をしてもらうこと

で、「たけまつり」本番のリハーサルとして実践的な活動ができました。 

 

    写真 

生徒 Aは初めての人には少し緊張したり、発表等の人前に出る時は恥ずかし

がったりすることもあります。授業交流１回目は、高校生とゲーム活動や接客

練習をしました。ゲーム活動では、「せーの。」とタイミングを合わせてペア

で的を倒すことができました。接客練習は、みんなの前に出て行いました。普

段は担任の顔ばかりを見てしまい、正面を向けないこともありますが、授業交

流ではしっかりと顔を上げ、正面を向き、発表することができました。２回目

は、「恥ずかしい。」と言いながらも、大きな声で堂々とゲーム説明や案内が

できました。日々の教育活動の中で様々な人と関わりをもつことで、力を発揮

することができました。 

 

    写真 

 

    写真 

生徒 Bは人と関わることが好きな生徒です。授業交流を毎回楽しみにしてお

り、休憩時間も高校生と自分の好きな事柄を話したり、質問したりしていま

す。様々な交流の後には毎回、「友達できた！」と嬉しそうな姿が見られま

す。 

今回の授業交流では、ゲームの説明文を考える活動をしました。「○○を使

って、○○します」等と簡単な例文を挙げました。Bは文章を書くことが難し

いながらも、自分で考えました。高校生は Bに文章の内容を聞いて確認し、間

違えているところは書いて教えてくれました。Bはゲームの説明だけでなく、

「ボールを人に当てないでください」、「人を押さないでください」等の注意

事項も自分で考えました。活動の意味をよく理解しており、高校生にわかるよ

うに自分の考えを伝えることができました。本番を想定した授業交流２回目で

は、高校生にその場の状況にあった説明や言葉掛けができ、進んでブース案内

をすることができました。 

日々の教育活動が生かされた点 
日常生活の中で他者との適切な関わり方や話し方について伝えてきました。行動を起こす前に正しいのかを考

えたり、改めて言い直したりして意識している様子が見られます。今回の生活単元学習でも、客への適切な言葉

遣いやふさわしい態度を考えて接客することができました。「友達と協力する」「わからないことがあれば友達

や先生に聞く」「仲良く取り組む」等と毎回約束事を確認することで、友達を気遣う思いやりをもって行動する

ことができるようになりました。 



単元名 生活単元学習 「招待しよう」 

生徒の 

実態 

本クラスは、自閉症等を併せ有する知的障害の生徒６名で、発達段階はＡ段階からＤ段階である。

クラスの仲は良好でコミュニケーションはとれているが、関わりが一方的になったり、言葉遣いや考

え方等にこだわりが強かったりする場面も見られる。苦手意識のある課題や集中力が途切れた時は、

活動に向き合いづらく消極的な態度になる生徒もいる。 

これまでのクラスの生活単元学習では自分達で活動内容を考えたり、興味関心のある題材を授業に

取り入れたりすることで意欲的に学習に向かうことができるようになってきた。また、繰り返し活動

することで自分達で活動を進行することもできるようになった。今後は少し難しいことにも挑戦した

り、仲間と協調したりすることを学校の場だけでなく、地域社会でも発揮できるようにすることが必

要である。 

単元 

目標 

・適切な言葉遣いで話したり、ふさわしい態度で人と関わったりすることができる。 

・友達や来てくれた人と協調して活動に取り組むことができる。 

・自分の役割を理解し、意欲的に取り組むことができる。                  

交流及

び共同

学習の

視点 

 授業交流では高校生にお客さんとして自分たちとは違う視点でブースの感想やアドバイスをもらう

ことで、新たな発見や考えを見い出して、次への改善につながる設定にした。製作活動では、生徒が

高校生に作り方を教える設定にした。教えたり、教わったりする中で相互に学び、互いを認め合う機

会にしている。様々な人と関わり、自分の考えや思いを伝える経験を積み重ねることで、豊かな社会

性を育んでほしいと考えた。 

単元 

計画 

次 時 内容 日々の教育活動との 

つながり 

第一次 １-４時 オリエンテーション 

製作活動 

自立活動、国語 

作業学習 

第二次 ５-15時 オープニング撮影 

ゲーム活動 

接客練習 

日常生活の指導 

自立活動 

国語 

作業学習 

第三次 

 

16-19時 「たけまつり」本番 

他クラス招待 

まとめ 

日常生活の指導 

自立活動 

国語、作業学習 

観点別評価の３観点に基づく評価規準 

知識・技能 ・丁寧な言葉遣い、ルールやマナーがわかって接客することができている。 

・道具を使い、切る、貼る、塗る、押す等の作業ができている。 

・繰り返しの活動から見通しをもち、異なる活動内容でも教材教具を見て理解している。 

・自分の役割や順番がわかって行動することができている。 

思考・判断・表現 ・丁寧な言葉遣いができ、お客さんをもてなす態度を取ることができている。 

・友達と一緒にアイデアを考えたり、話し合ったりすることができている。 

主体的に学習に 

取り組む態度 

・活動設定に興味をもち、作った道具を使用することで意欲的に活動に取り組もうとしている。 

・活動設定の役になりきり、楽しんで参加しようとしている。 

・お客さんと積極的に関わり、ゲームの案内や説明などに取り組もうとしている。 



個々の 

生徒の

目標・ 

支援・ 

評価 

生徒 個人の目標 支援（手立て） 評価 

A 知

技 

ブースの説明をしたり、

感謝の気持ちを言葉や態

度で伝えたりすることが

できる。 

本番を想定した練習を繰り

返し行う。 

言葉遣いやマナー等を確認

する。 

予め自分で説明を考えて文章に表し、それを見

て繰り返し練習することで自信をもってお客さ

んに伝えることができた。相手に合わせて言葉

遣いを意識し丁寧に対応することができた。 

思

判

表 

オープニング映像のスト

ーリーを進んで考え、撮

影時に動きを取ることが

できる。 

イラストや写真等を使用

し、活動の説明をしてから

取り組む。 

 

事前に教師が大まかにストーリーを決めておく

ことでイメージしやすかったようで、自分のア

イデアを出すことができた。教師が演技の手本

を見せると模倣し動きを取ることができた。 

主

体 

招待することに期待感を

もち、プレゼントする物

を考えて友達と共同し、

クラスをまとめることが

できる。 

当日についての説明やスケ

ジュール提示等をする。 

友達と話し合う場を設定す

る。 

取組について丁寧に確認することでお客さんが

喜びそうな製作物を考え、友達に自分の意見を

伝えることができた。製作活動もわかって取り

組むことができ、友達に言葉掛けしたり、教え

たりして協力することができた。 

B 知

技 

活動内容を教えたり、感

謝の気持ちを伝えたりす

ることができる。 

本番を想定した練習を繰り

返し行い、お礼の言い方や

正しいマナーを確認する。 

ブースのゲームを自身で体感したり、練習した

りすることで活動を理解し、お客さんに必要な

言葉掛けやお礼を伝えることができた。 

思

判

表 

オープニング映像ではス

トーリーに合った動きを

行い、演じることができ

る。 

予め動きを考える設定を

し、練習をする。 

 

動きを考えることは難しかったが、セリフに合

う動きを教師の手本を参考に練習し、演じるこ

とができた。 

主

体 

招待することに期待感を

もち、プレゼントする物

を考えて主体的に製作活

動ができる。 

当日についての説明やスケ

ジュール提示等をする。 

教師が手本を見せる。 

自分たちで考えて取り組むことに意欲をもち、

意見を発表することができた。教師の見本や自

助具があることで、自立的に製作を進めること

ができた。 

C     

成果 

課題 

【成果】 

・見本を見せたり、イメージがもてるようにしたりすることで、生徒たちでアイデアを出し合い、意

欲的に活動に向かうことができた。 

・ブース案内の説明を自分たちで考え、練習したことにより、積極的にお客さんと関わり、丁寧な言

葉遣いや態度で接客することができた。 

【課題】 

・製作活動は作業分担して作り上げることができたが、個々の作業になってしまうこともあり、友達

と協力するための工夫が不足した。 

・ブース案内、ゲームの説明、準備や片付け等、生徒一人が担う役割が多く、動きが煩雑になる分、

教師の介入が増えてしまった。 

つなが

りの 

分析 

自分達で考えて取り組んできたことに自信をもって発表することができた。交流及び共同学習では

小さな社会として取組でつけた力を発揮できる有意義な場である。相手から感謝されたり、認められ

たりすることで、自信や次の活動への期待感につながる。「やればできる」という確信のもとで経験

を積み重ね、できることが増えそれを発揮することにより生きる力へ結びついていくと考えている。 

 



中学部 事例 No.４ 

生活単元学習「おまつりブースをつくろう！」 

 

 

 

          真 

対象 中学部 ２・３年生  計６名 

活動内容 

オリエンテーション 

製作活動（お面、吊り下げおばけ、スタンプボックス、

おばけやしきコース壁、プレゼントなど） 

おばけやしき・ストラックアウトブース活動（話し合

い、役割活動、接客） 

ふりかえり（感想発表、新聞作成）  など 

単元計画 

【第一次】 

オリエンテーション、製作活動（お面作

り、ブース作り、プレゼント作り） 

 

     写真 

【第二次】 

おばけやしき・ストラックアウトブース

活動（話し合い、役割活動、接客） 

 

     写真 

【第三次】 

ふりかえり（感想発表、新聞作成） 

 

 

     写真 

 

単元の概要 

「たけまつり」をおまつりに見立て、生徒が考えた

「おばけやしき」と「ストラックアウト」のブースを

みんなで作り上げ、お客さんを招待する設定の生活単

元学習です。生徒一人一人がそれぞれに役割を担って

お客さんと関わっていけるように学習活動を行いま

した。 

交流及び共同学習とのつながり 

「たけまつり」に来ていただいたお客さんに具体的な

活動や役割をとおして関わることができるように取り組

みました。授業交流では、製作活動で高校生の力を借り

ながら生徒だけではできないものを作り上げ、高校生か

らのアドバイスを生かして「おばけやしき」と「ストラ

ックアウト」のブースをやりきることができました。 

日々の教育活動とのつながり 

日常生活の指導 対人マナー、身だしなみ 

自立活動 道具の操作、製作活動、指示の理解・実行 

国語 コミュニケーション、文章表現（新聞作成） 

作業学習 手順の理解、公共の場でのマナー 

共生社会へのつながり 

今回の単元では、自分達がやりたいと考えたブースを友達と協力しながら作り上げ、充実感や達成感が味わえ

るように設定を工夫しました。それぞれに役割を担いながらブースに招いたお客さんと主体的に接する活動をと

おして、人と関わる喜びを感じられることを大切に取り組みました。 



 

交流及び共同学習の取組とのつながり 
 

エピソード 

 授業交流では、どの生徒も高校生と一緒に活動することを楽しみにしていました。１回目の授業交流では、

高校生とペア活動になりおばけやしきに置くスタンプボックスの製作や部屋を暗くするための窓の目張りなど

を行いました。授業に気持ちが向きにくい生徒やどうしても自分のやり方を変えたくない生徒の気持ちを高校

生が受けとめてくれたおかげで、最後には全ての生徒が活動をやりきり、満足そうな表情を見せていました。

２回目の授業交流では、高校生にお客さんになってもらい、おばけやしきとストラックアウトを体験してもら

いました。おどかし方を工夫したことを褒められて自信をつけたり、お客さん目線でもらったアドバイスをお

ばけやしきをするときの確認ポイントとして生かしたりすることができました。 

 

    写真 

生徒 Aは、人との関わりが大好きで生活経験も豊かな生徒です。冗談を交え

た会話を楽しむ姿もあります。一方で見通しがもてないときややることに自信

がもてないとき、思いと違う場面などで動きが止まってしまうことがあります。

今回の授業交流は、昼休み交流でいつもクラスに来てくれている高校生とペア

になり、製作活動やブースの取組をしました。スタンプボックス作りに自信が

もてて気持ちが乗ってくると、「次はここ！その次はここ！」というように色

塗りの場所を自ら高校生に伝えながら仕上げていくことができました。スタン

プボックスを気持ちよく完成させることができると、難しいと思われていた窓

ガラスの目張りにも意欲的に向かうことができ、「どこに貼る？ここ？」とい

う高校生の誘いかけに「ここ！」と言いながらガムテープを貼り付け、満足げ

に仕上げていくことができました。 

 

    写真 

生徒 Bは、誰にでも親しげに話しかけ、積極的に人に関わることができる生

徒です。しかし、自分の思いと違う場面や注意を受けたときに取り乱してしま

うことがあります。また、どうしてもこうしたい、こうでなければならない、

と強く思ってしまうことがあります。今回の授業交流でも、スタンプボックス

作りで自分のやり方にこだわったり、段ボールの切れ端で遊んでしまったりし

ていましたが、ペアになった高校生に気持ちを向けてもらい、最後まで仕上げ

ることができました。ブース活動では、真っ暗になったブースに「ほんまに怖

い…」と言って入れなくなっている高校生に、「大丈夫？」と言って付き添っ

て一緒にコースを回り、高校生に感謝される場面もありました。 

日々の教育活動が生かされた点 

活動に向かいづらい生徒への個別でのスケジュール確認、活動内容・活動量の相談、活動に入るタイミングの

調整や、騒がしい環境が苦手で教室に入りづらい生徒への活動場所や活動内容・活動量の調整などを行いながら

授業を重ねていくことで、より大きな集団での授業などにも意欲的に参加できる場面が増えてきました。クラス

のメンバーが揃って授業を受けて一緒に活動する時間が増えてきたことにより、友達同士でお互いを受けとめ合

う姿が見られるようになり、友達関係にも良い変化が現れてきました。 

 



単元名 生活単元学習「おまつりブースをつくろう！」 

生徒の 

実態 

自閉症やダウン症等を有する知的障害の生徒２・３年生の生徒６名で、発達段階はおよそ A段階か

ら C段階である。活動への向かい方も様々で、見通しのもちにくさや自信の無さがあって周りの友達

から出遅れて動きを止めてしまうことがある生徒や、具体的な活動をとおして徐々に集団での取組に

参加できる時間が増えてきた生徒がおり、活動内容を吟味して参加方法やペースを個別に合わせてい

くことが必要である。コミュニケーションについては様々な実態があるが、共通して人と関わること

が好きな生徒達でもある。そのため、クラスや学年、学習課題別グループ、交流及び共同学習等での

取組を積み重ね、一人一人の生徒がわかって動ける力を伸ばし、人との関わり方の幅を広げていくこ

とが課題となる。 

単元 

目標 

・自分たちで考えたブースに客を招く設定を理解して、友達と協力しながら必要なものを製作したり 

役割をわかってブース活動に取り組んだりすることができる。 

・客を招いてブース活動をすることに期待感をもって取り組み、達成感を味わいながら活動すること

ができる。 

交流及

び共同

学習の

視点 

生徒達が考えたブースに一人一人が役割を担いながら客を招待することで、様々な人と関わる経験

ができるようにしたいと考えた。 

授業交流では、高校生の力を借りながら生徒達だけでは難しいようなものづくりに取り組んで達成

感を味わったり、高校生にブースを体験してもらって感想や助言をもらうことで、自信をつけたりよ

りよいブース活動につなげたりしたいと考えた。 

単元 

計画 

次 時 内容 日々の教育活動との 

つながり 

第一次 1-13時 オリエンテーション 

製作活動 

お面、吊り下げおばけ、スタンプボックス、おばけや

しきコース壁、ストラックアウト用的、看板、プレゼ

ント 

日常生活の指導、自立

活動、作業学習 

第二次 14-16時 おばけやしき・ストラックアウトブース活動 

話し合い、役割活動、接客 

日常生活の指導、自立

活動、国語、作業学習 

第三次 

 

17-21時 ふりかえり 

感想発表、新聞作成 

日常生活の指導、自立

活動、国語 

観点別評価の３観点に基づく評価規準 

知識・技能 

 

・目的に応じた道具の使い方を意識して製作活動に取り組むことができている。 

・手順を理解しておばけやしきとストラックアウトに必要なものを作ることができている。 

・マナーを意識して客と関わることができている。 

思考・判断・表現 

 

・ブース活動で必要な役割を理解し、友達と協力しながら取り組むことができている。 

主体的に学習に

取り組む態度 

・ブース活動の設定や役割にイメージをもち、客を招くことに期待感をもって意欲的に取り組むことができ

ている。 

 

 

 



個々の 

生徒の

目標・ 

支援・ 

評価 

生徒 個人の目標 支援（手立て） 評価 

A 知

技 

絵の輪郭線を意識して色

を塗り分けることができ

る。 

自助具などを用意して、絵の

輪郭線を意識して色を塗り

分けられるようにする。 

吊り下げおばけの製作では、色の塗り分けを意

識できるように用意した自助具からはみ出ない

ように絵の具を塗ることができた。 

思

判

表 

ブースで自分が取り組む

役割を理解して動くこと

ができる。 

おばけ役などの役割や取組

位置などを本人と相談しな

がら決めていく。 

希望したお化け役のおどかし方や場所などを相

談しながら決めると、自ら立ち位置に向かい、

お化け役をやりきることができた。 

主

体 

具体的な活動や役割をと

おして意欲的に人と関わ

ることができる。 

繰り返しの活動を設定し、自

信をもって人に関わってい

けるようにする。 

見通しをもって意欲的にブース活動に取り組

み、友達の力を借りながらおばけ役をやりきる

ことができた。 

B 知

技 

マナーを意識してお客さ

んと関わることができる。 

人との距離感や姿勢、態度な

どのマナーを確認し、練習で

の振り返りを丁寧に行う。 

その都度振り返りながら受付係の練習を行うこ

とで、立ち位置や体の向きを客に合わせて接客

することができた。 

思

判

表 

ブース活動で必要なもの

や役割を考え、友達と協力

しながら取り組むことが

できる。 

みんなで出し合った意見を

視覚的に提示して、理解を促

し、友達と協力しながら活動

できるようにする。 

ブース案の話し合いではおばけやしきを怖がり

拒んでいたが、ストラックアウトも一緒にする

ことで意見がまとまると、製作活動やおばけや

しきの受付係にも前向きに取り組めた。 

主

体 

役割を理解してブース活

動に主体的に取り組むこ

とができる。 

手順書や配置図、台詞の台本

などを用意し、ブース活動に

自立的に取り組めるように

する。 

練習を重ね、台本を確認しながらお客さんにブ

ースの説明をすることができた。「おまたせし

ました」など台本に無い言葉を添えて接客する

こともできた。 

C     

成果 

課題 

【成果】 

・生徒達がやりたいと考えたブースを作り上げていく取組を行ったことで、単元の最後まで意欲的に

取り組む姿がそれぞれの生徒達に見られた。 

・授業への参加方法やペースの違いに合わせて取組内容や手立てなどを個別に用意し、繰り返し活動

に取り組むことで、全員で一緒に活動できる場面が増え、クラス集団としてのまとまりが見られる

ようになった。ブース活動では役割や立ち位置などをできる限り生徒達で考えて取り組めるように

したことで、生徒同士でお互いに支え合う姿があり、友達関係のよい変化にもつながった。 

【課題】 

・可能な限り繰り返しの取組を設定することはできたが、友達同士で思いや考えをじっくりと交わし

て深め合ったり、生徒同士で協力して活動したりするような取組が十分ではなかった。 

・言葉での理解や指示の理解力・実行力、社会的なスキルなどについては、個別のねらいや課題に迫

ることができなかった。 

つなが

りの 

分析 

ブース活動をとおして、これまで苦手意識のあった生徒同士の関係のよい変化や担任以外の教員に

要求を伝えることができたり、目の前で起きたことに対して自分の役割を考えて行動できたりするよ

うな姿が見られるようになった。授業交流は高校生の力を借りながら製作活動をやりきった達成感を

味わい、自分達で作り上げたブースを評価してもらったことで自信をつける機会となった。交流及び

共同学習において様々な人と関わる経験の積み重ねがクラスの友達という身近な関係をつなぎ、他者

との関係の広がりにつながっていると考えている。 

 



中学部 事例 No.５ 

生活単元学習「新入生歓迎会をしよう！」 

 

 

 

          写真 

対象 中学部 ２年生３名 ３年生３名 計６名 

活動内容 

インタビュー、新入生のプロフィール作成、 

ポスター作成 

ブース作り、ペアゲーム作り、調理 

招待状、プレゼント作り 

新入生歓迎会 

単元計画 

【第一次】インタビュー活動 

 

 

 

     写真 

【第二次】ブース・ペアゲームづくり 

 

 

     写真 

【第三次】新入生歓迎会 

 

 

     写真 

 

単元の概要 

インタビュー活動で新入生の好きな物に関する情

報を集め、その情報を活用して歓迎会を企画するとい

う単元です。インタビューやブース作り、招待状渡し、

ペアゲーム等、様々な形でクラス内外の友達と関わる

ことにより、自己表出の力や自分の行動を調整する力

を育むことをねらいとしています。 

交流及び共同学習とのつながり 
 本単元は、クラス内外の友達との関わりを中心的なテ

ーマに据えています。初めて関わる相手にも伝わりやす

い表現を考えてインタビューに取り組んだり、友達をモ

デルにしながら作業を進めたり、友達にやり方を示した

りといった経験をとおして得た他の人と関わる力は、交

流及び共同学習の場面でも生きてくると考えています。 

日々の教育活動とのつながり 

特別活動 グループ活動による友達との協力、役割意識 

総合的な学習の時間 (他クラスと合同の誕生会の)企画・運営 

自立活動 文字・単語の読み書き、要求の伝え方、質問への答え方、作業課題、マッチング課題 

国語 文字・文章の読み書き、わかりやすい伝え方の学習 

作業学習 役割意識、役立ち感の涵養、道具の使い方 

日常生活の指導 他者との関わりを意識した当番活動 

共生社会へのつながり 

本単元をとおして、相手のことを考えようとしたり、他の人から学んだり、言葉や遊びを介して他の人と関わ

ったりしようとする力が身に付いてきました。また、他の人と意見が対立したときに、どちらともが納得できる

ような別の方法を考えたり、自分の行動を調整したりする姿も見られるようになりました。今後の学校生活及び

社会生活において多様な人々と関わるなかで、これらの力を生かしていってほしいと考えています。 



 

交流及び共同学習の取組とのつながり 
 

エピソード 

「新入生歓迎会をしよう！」の授業では、新しく中学部に入学してきた友達と関わることができる授業を設定

しました。どうしたら新入生に喜んでもらえるか意見を出し合い、一緒に楽しめるゲームや新入生をおもてなし

する料理等を考え、クラスで協力して準備をしました。歓迎会本番では、お互いに自然な笑顔でゲームを楽しむ

姿や料理を食べながら色々な話をする姿が見られました。まとめの時には新入生達から「楽しかった」や「美味

しかった」と感想をもらえ、みんな嬉しそうな表情を見せていました。本単元をとおして、自分達で考えて作成

したものが他の人に喜んでもらえるという経験を、クラスの仲間と一緒に実感することができました。 

 

    写真 

２年生の生徒Ａは今年度憧れの先輩と一緒のクラスになり、その先輩のよう

になりたくて、時計やマスクを真似して付けるようになりました。「新入生歓

迎会をしよう！」でもその先輩とペアで作業をし、わからないことも教師では

なくペアの先輩に自分から質問するようになりました。その結果、色々な場面

で自分から質問することが増え、授業交流でも自分から高校生に話しかけ、楽

しそうに会話する姿が見られるようになりました。 

 

    写真 

生徒Ｂは１人でいることが好きで、休み時間でも自分から友達に話しかけた

り、遊びに誘ったりする姿があまり見られませんでした。本単元の新入生との

関わりでも自分から新入生に話しかけることがなく、教師からの促しでようや

く話しかけるＢでしたが、授業で新入生のことを知っていくうちに、少しずつ

新入生と朝の挨拶や話をするようになりました。歓迎会当日には「こっちに積

んだ方が高く積めるよ」とゲームのアドバイスをしたり、「○○は美味しいで

すか」と料理の感想を聞いたりする等、自分から新入生にたくさん話しかける

姿が見られました。 

 

    写真 

生徒Ｃは集団での活動や初めて関わる人との活動が苦手な生徒です。単元当

初は、この授業の中心的なテーマである新入生と関わる活動になかなか参加で

きませんでした。授業で教師やクラスの友達と何度も練習に取り組んでから新

入生との活動に臨むことにより、クラスの友達と同じようにインタビュー活動

をしたり、歓迎会本番の開会の挨拶をしたり、一緒にゲームに取り組んだりす

る等、新入生との活動に最後まで取り組むことができました。この経験が自信

につながり、本単元以降の授業でも集団での活動や初めて関わる人との活動に

も参加できるようになりました。 

日々の教育活動が生かされた点 

自立活動で取り組んでいるマッチングや箱作り等の課題がゲーム作りや装飾で生かされました。また、日常生

活の指導(当番活動)や作業学習で挨拶・報告・連絡等に取り組んでいることで、「失礼します」「できました」

「教えてください」等と場面に応じてスムーズに伝える姿が見られました。 



単元名 生活単元学習「新入生歓迎会をしよう！」 

生徒の 

実態 

自閉症等を併せ有する知的障害の生徒６名で、発達段階はＡ段階からＤ段階である。発達段階に幅

はあるものの全員が自閉症を有するため、自分の思いを適切に表現したり、自分の気持ちを調整して

行動したりする等、それぞれの段階でコミュニケーションや自己管理に関わる課題がある。また、集

団での活動に困難さのある生徒が１名おり、別室での学習をベースとしながら、クラスやその他の集

団での学習に時間や活動を絞って参加している。 

単元 

目標 

・新入生の友達を知り、友達のためにどのようなゲームやブース、料理を作ればよいかを考えること

ができる。 

・クラスで協力しながら、ゲーム・ブース等の準備をすることができる。 

・自分の意見と友達の意見が衝突した際に意見を調整したり、自分の希望が通らなかった際に気持ち

に折り合いをつけたりすることができる。 

・新入生へのインタビューや招待状作り、ブース作り等をとおして、言葉等で表現する力や手指の操

作性を高める。 

交流及

び共同

学習の

視点 

本単元は、クラス内外の友達と様々な形で関わることで、人と関わる経験を広げたり、関わり方の

幅を広げたりすることを主なねらいとしている。また、グループでの話し合いやものづくり等の協同

的な活動をとおして、周りの友達に合わせて自分の行動を調整する力の育成も図っている。交流及び

共同学習では、普段関わることの少ない相手とともに活動することになるが、そのような場面でこれ

らの力が生かされると考えている。 

単元 

計画 

次 時 内容 日々の教育活動とのつながり 

第一次 １－５時 インタビュー活動 

インタビューの台詞作成、練習、インタビュー、 

プロフィール作成 

国語、自立活動 

第二次 ６－16時 ブース・ペアゲーム作り 

 話し合い、ブース・ゲーム作成、ポスター作成 

特別活動、自立活動、作業

学習、総合的な学習の時間 

第三次 

 

17－23時 新入生歓迎会 

 招待状・プレゼント作り、リハーサル、本番 

特別活動、自立活動、国語 

総合的な学習の時間 

観点別評価の３観点に基づく評価規準 

知識・技能 ・初めて関わる相手に対するマナーや態度を理解してインタビューや招待状渡しをしたり、ルールを理解し

てペアゲームに取り組んだりしている。 

・目と手、右手と左手を協応させたり、定規やハサミ、カッターナイフ、糊等の道具を目的に応じて使用し

たりして、ブース作りの作業に取り組んでいる。 

思考・判断・表現 

 

・インタビューやアンケートで得られた情報から、新入生の好きなものを把握し、複数人で遊べるゲームや

ブースの内容、全員が楽しめる料理の内容を考えている。 

・インタビューや招待状作りで相手に伝わりやすい表現を工夫したり、言葉やカードをとおして相手とやり

取りをしたりしている。 

・自分の意見と友達の意見が衝突した際にそれを解決する別の方法を考えたり、意見を調整したりしようと

している。 

主体的に学習に

取り組む態度 

・友達にやり方を示したり、友達の見本や言葉掛け等を参考にしたり、援助を求めたりする等して、協同し

て作業等に取り組もうとしている。 

・自分の希望が通らない場合でも、自分の気持ちに折り合いをつけ、最後まで活動に取り組もうとしている。 



個々の 

生徒の

目標・ 

支援・ 

評価 

生徒 個人の目標 支援（手立て） 評価 

A 知

技 

左右の手を協応させた

り、手指の力を調整した

りしながら、作業を進め

ることができる。 

ブース作りやペアゲームの

道具作り等で、細かい手指

の操作を伴う作業内容を取

り入れる。 

厚紙を線に沿って折り曲げ、テープで接着して箱

を作ったり、画用紙にペンで模様を書き入れたり、

模様に沿ってカッターナイフで切り取ったり手指

の力を調整して作業に取り組むことができた。 

思

判

表 

言葉で友達とやり取り

をしたり、一緒に遊んだ

りする経験を広げるこ

とができる。 

インタビューや招待状作

り、招待状渡し、ペアゲー

ム等、友達と関わることが

できる活動を設定する。 

インタビューで相手に好きなものを聞いたり、「来

てください」と言葉を添えて招待状を渡したり、

友達とペアでボウリングやブロック積み等のゲー

ムに取り組んだりする等、友達と言葉でやり取り

をしたり、遊んだりすることができた。 

主

体 

自分の希望が通らない

場合でも、自ら気持ちを

切り替えて行動しよう

とすることができる。 

希望が叶わなかった際に

は次にいつそれが叶うか

を学習カレンダーで示

す。 

希望した相手にインタビューできない場合でも、

別の機会にその相手にインタビューができると

いう見通しをもつことで、自ら気持ちを切り替え

て別の相手にインタビューすることができた。 

B 知

技 

初めて関わる相手に対

するマナーや態度を理

解することができる。 

招待状渡しやインタビュー

等の事前学習として、人と

関わる際のマナー等を確認

する機会を設ける。 

他クラスの教室に出入りする際に挨拶をしたり、

最初に簡単に自己紹介をしたり、相手の了承を得

てから自分の用件を伝えたりする等、人と関わる

際のマナー等を理解し、実践することができた。 

思

判

表 

インタビューで相手に

わかりやすく伝えたり、

そこで得た情報からブ

ースの内容を考えたり

することができる。 

伝わりやすい言葉について

考える場面を設定したり、

新入生の好きな遊びのリス

トからブースとして実現可

能なものを選ぶよう言葉掛

けを行ったりする。 

インタビューでは、「少し質問させてもらっても

いいですか」等と言葉を添えたり、選択肢を提示

したりする等、わかりやすく伝えようとすること

ができた。また、そこで得た情報から、大勢で取

り組めるということを理由に、ブースの候補とし

て「しっぽ取り」を提案することができた。 

主

体 

友達にやり方を示した

り言葉を掛けたりしな

がら協働して作業に取

り組むことができる。 

グループの友達の様子を見

ながら作業に取り組むよう

言葉掛けを行う。 

はじめは、教師に促されて困っている友達に作業

のやり方を言葉で伝えたり、手本を示したりして

いたが、回数を重ねるうちに自らそのようなサポ

ートができるようになった。 

C     

成果 

課題 

【成果】 

・Ｄ段階の生徒がＡＢ段階の生徒に助言したり、手本を示したりする姿がみられた。また、クラス内

で意見が対立した際、双方の長所を取り入れた折衷案を出す等、集団内での意見を調整しようとす

る姿もみられるようになった。 

・ＡＢ段階の生徒がＤ段階の生徒のやり方を手本にして行動したり、言葉で支援を求めたり、助言を

受け入れたりする姿がみられるようになった。活動の順番を待ったり、自分の主張が通らなくても

その一部が認められることで、自分の行動を調整したりすることもできるようになってきた。 

・全員が役割をもち、リハーサルを重ねることで全員がその役割を果たすことができた。本番ではほ

ぼ自分達で歓迎会を進行することができた。 

【課題】 

・単元中の一つ一つの活動のスパンが短かったため、繰り返しの指導が十分にできなかった。 

・生徒だけでグループの話し合いを成立させるのは難しく、教師が介入しなければならなかった。 

・発達段階に応じた指導内容が十分に検討し切れず、Ａ段階の生徒にとってはわかりにくさもあった。 

つなが

りの 

分析 

クラスには、前年度までにクラスを越えた友達と関わる経験を積んできた生徒もいれば、その経験

に乏しい生徒も在籍していた。前者にとっては、本単元がこれまでの経験を新しいクラスの友達との

関わりの中に還元する機会となり、後者にとっては、関わる人の範囲を広げる機会となった。そして、

本単元での経験が、２クラス合同で「たけまつり」のブース発表の企画を行うという後期の生活単元

学習にも生かされることとなった。他の教科・領域との関連については、国語や自立活動で扱ってい

る言葉や文字によるわかりやすい伝え方や要求の出し方、支援の求め方等とのつながりを重視するこ

とで、本単元がそれらの学習で身に付けた伝え方等を実践する場となり、技能の獲得とその活用を並

行して行うことにより、それらの技能が定着したと考える。 

 



中学部 事例 No.６ 

特別活動「サポーターズクラブ」 

 

 

 

           

対象 中学部 ３年生  計６名 

活動内容 

 

授業準備の手伝い 

学校紹介ビデオ撮影・ポスター掲示 

清掃 

ゲーム・調理活動 

単元計画 

【第一次】 

ポスター掲示 

 

 

 

      

【第二次】 

ゲーム活動 

 

 

      

 

 

 

単元の概要 

この単元は、依頼箱に入れられた依頼内容を自分達

で達成していくという活動です。依頼内容は授業で使

うカードを切ったり、「たけまつり」のポスターを掲

示したり、避難経路の清掃をしたりと様々です。依頼

に応えることで感謝されたり、達成のポイントを貯め

てみんなでゲームや調理活動をしたり、頑張ったこと

に対して評価や楽しみが返ってくることで、課題をや

り切り、自信をもって積極的に取り組むことをねらい

としました。 

交流及び共同学習とのつながり 

できたことを評価してもらうことで、自信をもったり

積極的に取り組もうとする気持ちを高めたりすること

ができました。授業交流では、「たけまつり」のゲーム

ブース作りに取り組みましたが、自信をもって製作活動

を進め、高校生をリードしたり、どのように作るとよい

かお互いに教え合ったり手伝い合ったりすることにつ

ながっていました。 

日々の教育活動とのつながり 

日常生活の指導 係活動 

生活単元学習 話し合う・考える・計画する 

作業学習 道具を使う・自分の役割を果たす・丁寧な言葉づかい 

自立活動 コミュニケーション・最後までやりきる・協同する・手指の操作 

共生社会へのつながり 

頑張った結果、人に喜んでもらうことができ、役立ち感や自己有用感を育むことができると考えています。こ

のことが社会で様々な人と積極的によい関係を築こうとすることに生かされ、共生社会の中で、自分達でよくし

ていこう、何かできることがあるという意識をもって生きていくことにつながると考えています。 



 

 

交流及び共同学習の取組とのつながり 
 

エピソード 

 「サポーターズクラブ」への依頼箱を職員室前の廊下に設置しています。誰からどのような依頼が入っている

か毎週楽しみに開封する様子が見られます。依頼の内容は、授業で使うカード作りやポスター掲示など多様です。

依頼者である教師に直接依頼内容の指示を受けそれに取り組み、完了の報告をし、「ありがとう」と言って喜ん

でもらえることでやりがいを感じている様子も見られます。相手に気持ち良く受け取ってもらうために最後まで

丁寧にやりきる生徒の姿勢が輝く活動となっています。 

 

     

依頼箱に何も入っていない時期があり、「サポーターズクラブ」の活動がで

きなくなる時がありました。どうすればいいのかみんなで考えたとき、「しょ

うがない」などの意見が出ていました。しかし、生徒 Aは最後に「依頼箱が目

立つような看板を作ろう」と意見を出しました。その看板を作った影響もあり、

再び依頼が舞い込むようになりました。自分達で課題を一つ乗り越えたことが

自信につながったと思います。また自分達で自治的に「サポーターズクラブ」

を運営することを目標とすることで、Aは活動を進める司会をする役割に意欲的

に立候補する姿が多く見られました。 

 

     

「サポーターズクラブ」では、自分達で自治的に活動を運営することを目標

にしています。生徒 Bは、教師に依頼を聞きに行く時に率先して行くことがで

きています。職員室に入る際や教師と話す時に、普段から取り組んでいるよう

に、「失礼します」「わかりました」「できました」など丁寧な言葉遣いがク

ラスメイトの見本になっています。また、友達と協力する場面も多いので、教

師の支援を支えにしながらも、聞いてきたことを友達に教えたり、友達の活動

をサポートしたりして取り組むことができました。 

 

日々の教育活動が生かされた点 

１学期から友達の良いところを見つけたり、コミュニケーションをとりながら友達と協力したりする活動を、

生活単元学習や自立活動の時間の中で取り組んできました。また学年や学習課題別の集団で取り組む機会が多く、

その中で友達同士で課題を解決していこうという意識が芽生えてきました。そういった経験を経て、「自分達で

やり切る」という気持ちを高めてきました。 

特別活動では、司会進行をしたり、教師に依頼を聞きに行く・依頼箱を取りに行くといったそれぞれの役割を

決めてやり切ったり、クラスメイト全員で楽しめることは何かを大事にして意見を出したりすることができまし

た。 

 

 

 



単元名 特別活動 「サポーターズクラブ」 

生徒の 

実態 

 肢体不自由と知的障害を併せ有し、医療的ケアを必要とする生徒も２名いる６名の集団で、発達段階は

およそ A～C段階である。清潔面や排泄、食事など全介助の生徒や細かい部分で支援が必要な生徒、ほ

ぼ身辺自立できている生徒と様々である。主体性やコミュニケーション面に課題がある生徒も多いの

で、生徒同士で考えたり、活動させたりすることが必要である。また活動を繰り返すことでやるべき

ことがわかって取り組めたり、自分の役割や分担を意識してやり切ったりすることが課題である。 

単元 

目標 

・友達のことを意識し、協力しながら一緒に活動することができる。 

・手順や取り組み方を理解して活動に向かうことができる。 

・意見やアイデアを出して、自分たちで取組を進めたり、課題を解決したりすることができる。 

交流及

び共同

学習の

視点 

 クラスの友達と一緒に活動に取り組み目的を達成することを積み重ねることで、自己肯定感を高め

たり、人と一緒に協力する喜びを感じてほしいと考えた。交流及び共同学習でも、自信をもって積極

的に様々な人と関わり、協力しようとできることを想定して単元を設定した。 

単元 

計画 

次 時 内容 日々の教育活動との 

つながり 

第一次 １－13 オリエンテーション 

手伝い・役立ち活動 

授業準備の手伝い活動 

ポスター掲示 

学校紹介ビデオ撮影 

清掃活動 

日常生活の指導 

自立活動 

作業学習 

第二次 13－15

時 

活動の振り返り 

ゲーム・調理活動 

日常生活の指導 

生活単元学習 

自立活動 

観点別評価の３観点に基づく評価規準 

知識・技能 ・自分達で活動を進めるための司会進行ができている。 

・はさみなどの文房具や清掃道具を適切に使うことができている。 

・ビデオ撮影では、聞きやすい声で話をしたり、見えやすいように掲示物を持つことができている。 

・ポスター掲示では、適切な位置にテープを貼ったり決められた場所に掲示したりすることができる。 

思考・判断・表現 

 

・意見や気持ちを書き言葉や話し言葉、表情等で表出できている。 

・自分達で意見を出し合ってゲームや調理活動の内容を考えることができている。 

・はさみでどう切るのかどこを掃除するのかを判断したり、友達に教えたりできている。 

・ポスター掲示では、レイアウトを考えながら掲示できる。 

主体的に学習に

取り組む態度 

・司会を手順通りに進行したり、授業で使うカードを切ったり掃除をしたりして自分の役割を最後までやり

切ることができている。 

・役割や担当を自分達で決めることができている。 

 

 

 

 



個々の 

生徒の

目標・ 

支援・ 

評価 

生徒 個人の目標 支援（手立て） 評価 

A 知

技 

手順書を見て正確な言葉

で司会の進行ができる。 

司会進行の手順書を準備す

る。 

司会進行や何を話すのかがわかり、スムーズに

手順書を読むことができた。 

思

判

表 

どうすれば良いか自分で

考え意見を出すことがで

きる。 

課題となる状況を意図的に

作り、考える時間を設定す

る。 

看板を作ろうと意見を出したり、自分で考えて

友達に次の活動の指示をしたりすることができ

た。 

主

体 

活動に自ら進んで取り組

むことができる。  

教師が関わりすぎないよう

にし自分でするように促す。 

ポスター掲示やカードを切る作業に意欲的に取

り組むことができた。 

B 知

技 

授業で使うカードを枠に

合わせて丁寧に切ったり、

正しい位置に判子を押し

たりすることができる。  

活動の中で注意するポイン

トを事前に伝える。 

枠に合わせてカードを切ったり、適切な位置に

押印をしたりする作業をスピーディに 20分程

度休まずに取り組むことができた。 

思

判

表 

自分の役割を決め、最後ま

で自分でやりきることが

できる。 

選択肢を準備する。 箱を取りに行ったり、教師に依頼を聞きにいっ

たりするという役割を自分で決め、それを果た

すことができた。 

主

体 

友達に自分の作業を分担

することができる。  

友達に道具を渡すように言

葉を掛ける。 

ポスター掲示では、養生テープやポスターを友

達に渡し、協力して活動を行うことができた。 

C     

成果 

課題 

【成果】 

・課題を解決しながら取組を進めることができた。 

・依頼されたことを達成することで、ありがとうと言ってもらうことが増え、役立ち感や自己有用感

を感じられる機会を多く設定できた。 

・頑張った成果として、ゲームや調理活動を設定することで、より達成感を感じられたり、活動への

意欲が高まったりした。 

・役割分担しながら依頼された活動を友達と協力したり取り組もうとしたりする姿が見られた。 

【課題】 

・依頼内容が多様だったので、繰り返しの活動でやることがわかる生徒に対してはわかりにくい活動

になることもあった。 

・依頼箱を置いている場所が、普段あまり生徒の目につかないところにあるので、置く場所を考えさ

せてもよかった。 

・依頼をもらうためにアナウンスをしたり手紙を出したり、自分達でどんなことができるかを考えさ

せる機会をもう少し設けた方がよかった。 

・課題に対してどうすれば良いのかという気持ちをもたせる機会をもっと設定できればよかった。 

・お楽しみ会では活動内容について、より自主的に企画できるような設定が必要だった。 

つなが

りの 

分析 

交流及び共同学習では、コミュニケーションの力や、人と関わる力、自分の役割を果たす力が求め

られると考えている。この単元をとおして、仲間同士で意見を出したり協力したりすることで何かを

成し遂げるという経験を積み重ねることができた。交流及び共同学習や日々の教育活動の中で、様々

な人と積極的に協力したり、自分ができることに自信をもってやり切ったりするという姿勢が見られ

るようになってきた。 

 


