
 
  

高等部 事例 No.１ 

生活単元学習「芸術の秋」 

 

 

 

          写真 

対象 高等部 １－３年生  計３名 

活動内容 

 

ポスター作り 

竹灯ろう作り 

カレンダー作り      

など 

単元計画 

【第一次】 

ポスター作り 

【第二次】 

竹灯ろう作り 

      

【第三次】 

カレンダー作り 

 

単元の概要 

本単元では、秋をイメージしながらカレンダーやポ

スター等を作っていきます。制作をとおして、手指の

操作性を高めることや繰り返し活動をすることによ

って徐々に見通しをもつことができ、期待感をもって

取り組むことができるように設定しました。 

 

交流及び共同学習とのつながり 

本単元では、作品を作ることで、人に感情や要求を伝

える等の関わりをもつ機会を設定しました。色を選んだ

り、できた作品を注視するなど、自分の気持ちを外に向

ける様子が見られました。授業交流でも、初めて関わる

高校生に積極的に話しかけたり問いかけに応じたりする

ことができました。お互いに楽しい時間を共有すること

ができ、充実した時間を過ごすことができました。 

日々の教育活動とのつながり 

日常生活の指導 当番活動/体調の安定 

自立活動 手指の操作性/体の使い方/活動の見通し 

作業学習 手指の操作性/一定時間集中して作業する 

生活単元学習 活動へ向かう姿勢/主体性の向上 

共生社会へのつながり 

 作品の制作をとおして、初めての人や担任以外の人と少しずつコミュニケーションをとることができるように

なり、心を開いて接していけるようになりました。卒業後を見据えて、環境の変化を受け入れることができ、教

師や初めての人との関わりをスムーズにできるようにしていきたいと考えています。 

 



よゆう 

交流及び共同学習の取組とのつながり 
 

エピソード 

「芸術の秋」のカレンダー作りの授業の展開の 1つに高校生との授業交流を設定しました。普段は慣れた教師

と一緒に授業を進めることで安心して見通しをもって活動することができています。授業交流当日は、見慣れな

い高校生との交流に戸惑いながらも、少しずつ状況を理解することができるようになり、高校生の問いかけに対

して答えることができました。普段は活動に向かいにくい生徒もいるクラスですが、普段以上の集中力を発揮し

て取り組むことができました。 

 

 

 

 生徒 Aは、慣れない人や初めてのことに対して不安が強く、授業交流が始ま

るまでは落ち着きのない様子でした。３年生であり高校生との交流を今まで経

験しているので、すぐに場に慣れ高校生との交流を楽しんでいました。授業で

は、自分から高校生に話しかけ、「これはなに？」と質問したり、「これ切っ

て」と要求したりして、積極的にやりとりができていました。授業交流が終わ

った後の頑張り発表では、「授業交流頑張りました」と嬉しそうに自分の言葉

で伝えることができました。 

 
 生徒 Bは、人との関わりが好きな生徒で高校生を笑顔で迎えました。言葉は

不明瞭ですが、問いかけには表情や返事で答えることができました。高校生の

「これはどう？」との問いかけに対して返事をして答えたり、手を伸ばして「こ

れがいい」と言うような気持ちを表現して違うものを要求することができたり、

高校生とコミュニケーションをとることができました。お互いに楽しく活動す

ることができ、高校生もやりとりができたことをすごく喜んでいました。 

 
 生徒 Cは、騒がしい場所や初めての人が苦手な生徒です。自分の慣れていな

い場所や環境には苦手意識があります。本校行事の「たけまつり」で取り組ん

だ写真スタジオの「スタジオ YAWATA」では、騒がしい場所や知らない人がたく

さんいる中でも目を開けて活動することができ、引換券を受け取り撮った写真

を渡す役割をしっかりと果たすことができました。初めて出会う人と直接交流

する機会は少ないですが、少しずつ同じような場面を増やして、今後の成長に

つなげていきたいと思います。 

日々の教育活動が生かされた点 

 支援が必要な時に教師を呼ぶことができたり、教師の問いかけを理解して答えたりすることができるようにな

ってきており、日々の活動で教師とのコミュニケーションが上手にとれるようになってきました。また、いつも

と違う環境や初めての人であっても不安を感じながらもチャレンジする意識をもって取り組む姿が少しずつ見え

始めています。 

 

 

 

 

 



単元名 生活単元学習 「芸術の秋」 

生徒の 

実態 

 本クラスは、１年生２名、３年生１名の男子生徒３名のクラスである。肢体不自由と知的障害を併

せ有する重度重複障害である。発達段階は A・B段階である。コミュニケーションでは、簡単な話し言

葉は概ね理解できている生徒もいる。外界を感覚的に捉える活動への難しさはあるが、活動のなかで、

楽しさや、達成感を得る経験を積み重ねることで「もっとやってみたい」という思いを伸ばしていく

ことが大切なクラスである。環境の変化に対して不安を感じながらも他者との関係を築き、苦手なこ

とにも挑戦する力を付けることが必要である。  

単元 

目標 

・季節の行事や風物詩を知ることができる。 

・道具をもつ、握る、動かすなどの動作ができる。 

・期待感をもって活動に取り組むことができる。 

・短い見通しをもって活動に取り組むことができる。 

交流及

び共同

学習の

視点 

 人との関わりが得意でない生徒が多いクラスであるが、本単元では、教師や高校生と一緒に作品を

作ったり、見せたりすることで意欲を高め、授業に対して期待感をもてるように考えた。 

人との関わりの中でやりとりをしながら一緒に一つの作品を作る達成感を感じ、人との関わりが「楽

しい」「もっとしたい」と思えるようになってほしい。 

単元 

計画 

次 時 内容 日々の教育活動との 

つながり 

第一次 １-２時 ポスター作り 

紙をちぎる 

ちぎった紙を貼る 

 

日常生活の指導 

自立活動 

作業学習 

生活単元学習 

第二次 ３-４時 竹灯ろう作り 

道具を使って絵具で塗る 

日常生活の指導 

自立活動 

作業学習 

生活単元学習 

第三次 

 

５-10時 カレンダー作り 

紙をちぎる 

ちぎった紙を貼る 

道具を使って絵具で塗る 

日常生活の指導 

自立活動 

作業学習 

生活単元学習 

観点別評価の３観点に基づく評価規準 

知識・技能 ・道具を使用する際に持ったり動かしたりしやすいように、手や腕の角度などを調整することができる。 

 

 

思考・判断・表現 

 

・色の変化に気付くことができる。 

・対象物に対して手を伸ばしたり、声で表出したりすることで自分の気持ちを伝えることができる。 

 

 

主体的に学習に

取り組む態度 

・季節に関連したイラストに注目することができる。 

・繰り返しの活動の中で作業に前向きに取り組んでいる。 

 

 



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 

一人で適切に道具を使う

ことができる。 

最初は教師と一緒に道具を

使う。 

少しずつではあるが、道具の使い方がわかり、

一人で道具を使える時間が増えた。 

思

判

表 

目の前に提示した道具や

材料を選ぶことができる。 

目の前に具体物を提示する。 

やりとりを繰り返し、本人の

思いを聞きだす。 

道具や材料を見て、自分から手に取ったり、指

をさしたりして選ぶことができた。 

 

主

体 

期待感をもって活動に取

り組むことができる。 

授業交流の話をして、期待感

をもたせる。 

授業交流をとおして、自分でやりたいことを相

手に伝え、積極的に取り組むことができた。 

B 知

技 

教師の支援を受けながら

道具を使うことができる。 

教師が一緒に道具を持ち、色

塗りができるように支える。 

手元を見ながら、教師の支援を受けいれて道具

を使うことができた。 

思

判

表 

色や物の変化に気付き、表

情や声で表現することが

できる。 

書面台を使い、画用紙を見や

すくする。 

活動の様子を教師が言葉で

伝える。 

筆が動いた時に驚いた表情になり、変化に気付

くことができた。 

主

体 

期待感をもって活動に取

り組むことができる。 

イラストを見せて、注目する

ように言葉掛けをする。 

イラストに注目することができ、目で追ったり

声を出したりして期待感をもつことができた。 

C     

成果 

課題 

【成果】 

・最初、道具を使うのに苦手意識をもつ生徒が多かったが、慣れることで道具を適切に使うことがで

きた。 

・授業を進めていくことで少しずつ見通しをもって活動することができた。 

・秋について知らなかったことを知り、旬の食べ物や季節の風物詩に興味をもつことができた。 

【課題】 

・生徒の実態に合わせて筆や補助台などの自助具の工夫が必要だった。 

・生徒の座席の位置を向かい合わせにしてお互いの制作している様子を見ることができるようにする

など、学習意欲を高める工夫が必要だった。 

・教師が生徒の道具を準備している時にその様子を見せながら準備することができていなかった。 

つなが

りの 

分析 

 最初は、授業内容に見通しをもつことが難しく、授業に向かえないことがあったが、少しずつ「で

きた」や「わかる」といった成功体験を増やすことで授業に集中して参加できるようになってきた。

生徒が、自ら複数用意してある素材のなかからカレンダーの素材のイラストを選んだり色を選んだり

して授業に対して意欲的に取り組む姿がみられるようになってきた。 

授業交流では、初めての人との関わりに不安をもつ生徒が、自分から積極的に高校生に関わりをも

とうとする姿や高校生の問いかけに対して答える姿を見ることができた。 

初めての人や場所での取組では見通しがもちにくく、不安が高い生徒もいるが、コース合同の生活

単元学習などクラスをこえたコース合同の生活単元学習などの活動を繰り返し取り組むことで、いろ

いろな人との関わりを経験することができ、生徒達も初めての人とのやりとりが受け入れられるよう

になってきた。本単元においても、自分の力で道具を持つことや相手に自分の気持ちを伝えることが

できるようになってきたことを実感することができた。 

 



高等部 事例 No.２ 

作業学習「洗ってお届けエコキャップ」 

 

 

 

           

対象 高等部 １年生  計４名 

活動内容 

 

分業作業（エコキャップ洗浄・拭きあげ） 

数ごとに仕分け 

キャップ届け 

   

単元計画 

【第一次】 

分業作業（洗浄・拭きあげ） 

 

 

     写真 

【第二次】 

数ごとに仕分け 

 

 

     写真 

【第三次】 

キャップ届け 

 

 

     写真 

 

単元の概要 

高等部に入学後、初めての作業学習です。身近にあ

あるエコキャップを使用して、リサイクルするまでの

一端を担い、人の役に立つことを経験する活動として

います。回収後の洗浄、拭きあげ作業は分業で行い、

それぞれに割り当てられた役割をやり切ります。年度

当初の単元として、一定時間集中して活動に向かう力

を育てる取組です。 

交流及び共同学習とのつながり 

単元の展開に意図的に、高校生との関わりを設定した

ことで、自分達の活動が身近な人達につながり、社会の

一員としての役割を担っていると感じた生徒もいまし

た。昼休み交流などで一緒に過ごす高校生へ、「今度キ

ャップ持っていくね。」「今、頑張っているからね。」

と伝えるなど、学習活動の励みにしている姿も見られま

した。 

日々の教育活動とのつながり 

日常生活の指導 あいさつ／当番活動（役割意識） 

生活単元学習 仲間を意識した活動／主体的に取り組む／数の理解 

自立活動 コミュニケーション力（適切な言葉づかい）／手指の巧緻性 

共生社会へのつながり 

自分達の行っている活動が、身近な高校生につながり喜んでもらえるという経験をすることで、間接的に社会

の役に立つことを学び、今後の学びや社会生活での勤労観などにつながっていくと考えています。ありがとうと

感謝を伝えられる喜びや、自分以外の誰かを意識して活動することは、将来の様々な場面での動機づけになると

考えます。そのような経験を積むことで人とつながりながら生きていく人としての土台を育てたいと思います。 



 

交流及び共同学習の取組とのつながり 
 

エピソード 

 日頃の学習で、他者を意識し協力することや人とのつながりを大切にしながら活動しています。授業の展開で、

意図的に身近な高校生との活動を設定することや地域に出向いて活動する機会を設けることなどで関わる対象も

広がりをもたせられるように意識してきました。そのことで、場所や人などの環境が変わっても生徒の力が汎化

されています。 

 

     

生徒 Aは、どんなことにも興味や関心が強い反面、初めての活動や初めての

環境などには自信の無さから気持ちが向かわないことが多く、また、できる、

わかると実感し、自信をもって活動するまでには少し時間のかかる生徒です。 

コースの作業学習「陶工の達人」では、工程を分業し磨きという作業を担当

しました。繰り返しの学習で自信をもって取り組む姿が見られ、磨きは安心し

て生徒 Aに任せられるまでになりました。11月に行われた地域の「絆フェスタ」

というお祭りでは、大勢の地域の方の前で、学校を代表して作業学習の磨きの

実演を行いました。自信をもって磨きに取り組む姿が印象的であり、地域社会

の中で、普段の学習の力を発揮することができました。 

 

     

生徒 Bは、物を引っ張る、落とすという活動が学習の中心になる生徒です。

物を長時間注視し、相手を見て物を渡すなどの活動は難しく、「洗ってお届け

エコキャップ」の単元の中では、紐を引く活動を取り入れた専用の自助具を使

って、みんなが洗ったエコキャップを乾かすという作業をしました。 

11月のたけまつりで行った「スタジオ YAWATA」という写真館ブースでは、来

場者が撮影した写真を直接手渡して届ける係になりました。渡す相手を見て、

自分の手から相手へ確実に渡すという活動を見事に行い、立派にお届け係をや

り遂げました。日頃の学習で積み上げてきた定位活動の力が発揮され、初対面

の地域の方々の前でも堂々と活動することができました。 

 

    写真 

生徒 Cは、どんな活動に対しても積極的で意欲が高く、自分ができたことを

評価されることでさらに頑張る姿が見られる生徒です。クラスの作業学習で活

動を分業で取り組むことで、自分の役割をさらに意識して責任感をもち取り組

む姿も見られました。生活デザインコース合同の作業学習でも、その学びが生

かされ、自分の役割をしっかりと認識し、責任をもってやりきり、次の担当の

生徒へ作業をつなげるということが定着してきました。場面が変わっても、も

てる力を汎化させる姿が見られています。 

日々の教育活動が生かされた点 

日常生活の指導や自立活動で取り組んでいる、コミュニケーションのとり方や手先の力を調整しながら正しく

道具を使用することなどが生かされていると感じました。自分の作業を次の担当のクラスメイトにつなげる時に

伝える言葉や、伝え方などはまさに生かされていると思います。また、生活単元学習で取り組んでいる、最後ま

で活動に向かうことや、作業学習で取り組んでいる分業制の役割意識なども今回の単元と大きくつながっている

と思います。 



単元名 作業学習 「洗ってお届けエコキャップ」 

生徒の 

実態 

 知的障害の生徒４名で、発達段階はおよそ B階である。日常生活は、ほぼ自立している生徒と活動

内容により身体介助が必要な生徒もいる。活動に気持ちを向け、目の前のことに集中して取り組むこ

とに難しさがある生徒が多いが、学習環境を整理し、繰り返すことでわかって取り組め、自信を積み

上げることができれば、一定時間集中することも増えてきた。また、同じクラスの生徒同士、興味は

あるものの言葉の掛け方や接し方に偏りがあるため、作業学習では、複数で取り組めるような設定に

することで、意図的に他者と関わりながら活動する力を育んでいきたいと考える。 

単元 

目標 

・活動内容を理解し、自分の役割をやりきることができる。 

・作業の流れを理解し、作業に必要なやりとりを友達と行うことができる。 

・決められた時間内、集中して作業に取り組むことができる。 

・作業学習をとおして、役立ち感を感じることができる。 

交流及

び共同

学習の

視点 

 作業学習をとおして、自分達の行っている活動が、学校の中だけでとどまるのではなく、社会の人

達の役に立っているということを視点に入れて取り組んでいる。自分達の活動がさらに次の誰かにバ

トンをつなぎ、いろいろな人とつながり関わることで、社会の一端を担っているという活動を経験す

ることができたのではないかと考える。 

単元 

計画 

次 時 内容 日々の教育活動との 

つながり 

第一次 1-9時 リサイクルについての説明 

分業作業（洗浄・拭きあげ） 

日常生活の指導 

第二次 10－12

時 

数ごとに仕分け 日常生活の指導 

自立活動 

生活単元学習 

第三次 

 

13時 キャップ届け 日常生活の指導 

自立活動 

生活単元学習 

観点別評価の３観点に基づく評価規準 

知識・技能 ・作業内容を理解することができている。 

・洗浄や、拭き上げの方法を理解している。 

・作業の流れや役割分担がわかり、取り組んでいる。 

思考・判断・表現 

 

・自分の仕事内容を理解して最後までやりきることができている。 

・洗浄や、拭き上げを丁寧に行うことができている。 

・相手に伝わる声でやりとりをしようとしている。 

主体的に学習に

取り組む態度 

・一定時間集中して取り組むことができている。 

・やりたいという意欲をもって活動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 

手順を理解し取り組むこ

とができる。 

繰り返し取り組むことで手

順を理解できるようにする。 

手順を理解し、間違うことなく正確に取り組む

ことができた。 

思

判

表 

一定時間集中して作業を

やりきることができる。 

作業場所の環境を整理し、言

葉掛けを最小限にしながら、

一人でできる時間を増やす。 

手順を理解するだけでなく、自分なりの作業効

率をあげる方法を考え、道具の配置等を工夫す

ることができた。 

主

体 

全体を見ながら仕事を探

して取り組むことができ

る。 

ある程度の自由度を設けて、

他の生徒の活動を手伝う際

は即時評価をする。 

自分の作業だけでなく、他の生徒の作業や作業

全体の流れをよく理解し、自分の作業終了後に

は生徒 Bの手伝いを率先して行う等、周りを見

て行動する姿が見られた。 

B 

 

知

技 

ボールを引くとキャップ

が落ちるという仕組みを

理解することができる。 

引くと音が鳴るような仕掛

けのある教具を用意する。 

教材の仕組みに興味をもち、引っ張るという活

動が定着した。 

思

判

表 

ボールを引く活動に興味

をもち、手を伸ばし引っ張

ることができる。 

掴みやすいボールを用意す

る。目の前でエコキャップが

落ちる工夫をする。 

手を伸ばし引っ張るということは定着し意欲的

に活動していたが、エコキャップにはなかなか

注視できなかった。 

主

体 

教材や教具、他の生徒の動

きに興味をもち、活動に取

り組むことができる。 

他の生徒の活動を注視でき

るように適宜教室を移動さ

せる。 

教材や教具に興味をもち、意欲的に活動に取り

組めた。他の生徒の活動に目を向けることも多

くあった。 

C     

成果 

課題 

【成果】 

・作業内容を分担したことで、実態の異なる生徒それぞれに合った目標を設定して取り組むことがで

きた。そのことで、生徒一人一人が意欲的に活動に向かうことができた。 

・Aについては、教材を何種類も作り試行錯誤しながら、生徒のもっている力をより引き出すための

活動を追求することができた。 

・身近な高校生との関わりを単元の展開に位置づけたことで、作業学習への意欲が向上した。作業を

を頑張ることで「ありがとう」と言ってもらえ、そのことが嬉しいと実感できたことが良かった。 

・同時期に行っている生活単元学習ともリンクし、数数えなど教科的な視点を取り入れたことでさら

に学びが深まった。 

【課題】 

・生徒同士のやりとりを重視し、適切な言葉の使い方や、依頼の仕方などを学べるようにつなげてい

く視点が弱かった。 

・リサイクルということを理解して取り組めるための段階的な単元計画がたてられなかった。 

つなが

りの 

分析 

日頃の学習で大切にしている、役割を意識することや仲間を意識すること、コミュニケーションの

力、教科的な視点が今回の単元で生かされていた。現在行っている他の学習や、前回まで行っていた

学習での学びが、少しずつ力になり層となることで確かなものにつながっていると考える。本単元を

経て、少しずつ積み重ねた自信や力をあらゆる場面で発揮し汎化していることもわかった。後期に行

われた「絆フェスタ」や「たけまつり」などでの地域の方とつながる姿は本クラスの生徒にとってま

さに日頃の学習の成果が発揮された場面であると感じた。今後も学校の中だけでなく、生活する地域

を教育の場として捉え、生徒が社会の一員として活躍できる場を広げていきたい。 

 



高等部 事例 No.３ 

生活単元学習「３組写真屋さん」 

 

 

 

          写真 

対象 高等部 2-3年生  計６名 

活動内容 

 

iPadの使い方を知る 

身近な物の写真を撮る 

教室の外に出て写真を撮る 

写真展に向けて装飾品を作る  など 

単元計画 

【第一次】 

友達の写真を撮る 

 

 

     写真 

【第二次】 

教室の外で写真を撮る 

 

 

     写真 

【第三次】 

たけまつりの展示にむけて装飾品を作る 

 

 

     写真 

 

単元の概要 

本単元では、iPadを使って興味のある物や人の写

真を撮る活動をとおして興味の幅を広げ、いろいろな

物への視野が広がればと考えます。本単元をとおして

クラスやクラス以外の友達や教師の写真を撮ること

で人との関わりを増やし、人と関わる力を高めたいと

考えます。 

交流及び共同学習とのつながり 

本校生徒と京都八幡高等学校の生徒がグループになっ

て校内の写真を撮りに行きました。iPadをコミュニケー

ションツールとしていろいろな所へ一緒に写真を撮りに

行き、交流を深めお互いの写真を共有し合いました。一

緒に写真を撮るなかでお互いの距離も縮まりました。 

日々の教育活動とのつながり 

日常生活の指導 挨拶/身だしなみ/当番活動 

自立活動 体力づくり/コミュニケーション能力/手指の操作性 

作業学習 一定時間集中して作業をする/手指の操作性 

生活単元学習 いろいろな人との関わり/自分の思いを伝える 

共生社会へのつながり 

iPadでいろいろな物を撮影し、たくさんの人と関わることで、人と関わる楽しさを感じたり多くの物に興味を

広げたりして欲しいと考えます。人と関わる楽しさを土台とし、役立ち感や自己肯定感を高めることで自分から

声をかけたり場の共有をしたりして学校以外の場所でもいろいろな人と関わることができればと考えます。 

 



 

交流及び共同学習の取組とのつながり 
 

エピソード 

 本学級は人と関わることが好きな生徒が多くいます。日常的に昼休み交流やダンス交流などで経験を積み、さ

らに不安や緊張を乗り越えて人との関わりを楽しむ様子も見られます。本単元での授業交流の日も朝から「今日

は交流がある」と伝えるなど期待感が高い生徒がいました。授業当日はお互いに緊張感をもちながらも、一緒に

校内の写真を撮ることで生徒同士の距離が縮まっていきました。一緒に活動するなかで「あっちに行こう」「こ

んな写真を撮ってみよう」とお互いに声を掛け合う姿が見られました。教室に帰ってきて各グループが撮ってき

た写真を見る時は自分の写真だけでなく、友達や高校生が撮ったものに「○○や！」と言うなど興味を示し自分

の写真だけでなく他の人にも興味の幅が広がりました。 

 

    写真 

生徒 Aは、普段から長く歩くことや教室外での活動に積極的ではないことが

多い生徒です。しかし、交流の日は高校生と一緒に活動することが楽しくて学

校内のいろいろな所に写真を撮りに行きました。高校生との活動を支えにして

活動場所の幅を広げることができました。たくさん校内を歩きましたが、教室

に帰ってきてからも皆が撮ってきた写真をテレビで見て「○○や！」とコメン

トしながら元気に活動することができました。 

 

    写真 

生徒 Bは、初めての場所や人への緊張が高い生徒です。高校生にやさしく話

しかけられて、一緒に校内の写真を撮りながら回ることで徐々に緊張が解け、

活動に積極的に取り組むことができました。最後には自分から「ありがとう」

「また来てね」など笑顔で高校生と話をすることができました。また、交流で

いつもと違う人との関わりに「楽しい」と感じる経験から少しずつ自信をつけ

て、たけまつりの「スタジオ YAWATA」では、いろいろな人が来る中でも自分の

役割に責任をもって活動する様子が見られました。 

 

    写真 

生徒 Cは、交流の時間が大好きです。高校生の手を引いてこっちに行こうと

積極的に関わり、同世代同士の自然なやりとりをする姿が見られました。一緒

に撮った写真の中には、生徒・高校生それぞれの視点が入っていて見ている人

も楽しめる写真が撮れました。たけまつりの展示に向けて写真を選ぶ際には、

高校生と一緒に撮った写真を選んでいました。その姿から高校生との交流が学

習への意欲をより高めていることがわかりました。 

日々の教育活動が生かされた点 

日頃の生活単元学習でいろいろな人と関わることを大切にしています。クラスの友達同士だけではなく、他の

クラスの生徒や教師とも関わる機会を増やし、人と関わる楽しさを感じて欲しいと考えています。今回の交流で

は、日頃の人との関わりの経験から高校生との自然な関わりや、楽しむ姿が見られたと考えます。また、自立活

動や作業学習では手順どおりに手指を使って作業する力を高めています。本単元でのフェルトボール作りでは日

頃付けてきた手指の操作性を生かして作業する様子が見られました。 



単元名 生活単元学習 「３組写真屋さん」 

生徒の 

実態 

 自閉症、ダウン症等を合わせ有する知的障害の生徒６名で、発達段階は、およそ B・C段階である。

教師の２～３語での指示は一定理解できるが、それ以上の指示が混乱につながることがある。スケジ

ュールや絵カードなどを使いながら端的に伝えることで理解しやすくなる。コミュニケーションの方

法は、言語やジェスチャー、絵カードなどを使って行っている。新しい場所や人に対しての緊張が高

い生徒が多い反面、人との関わりは好きな生徒が多いクラスである。 

単元 

目標 

・iPadの使い方がわかる。 

・被写体を自分で選ぶことができる。 

・多くの物や人に興味を広げることができる。 

・手順に沿って装飾品を作ることができる。 

交流及

び共同

学習の

視点 

 iPadをコミュニケーションのきっかけとして高校生と生徒の交流がより深まればと考えた。一緒に

校内を回って相談しながら被写体を選ぶことで自然と関わりが増え、交流がより深まると考えた。ま

た、それぞれのグループが撮影した物を皆で見て共有することで興味が広がり、いろいろな物や人へ

の興味関心が深まる学習となった。 

単元 

計画 

次 時 内容 日々の教育活動との 

つながり 

第一次 1-2時 iPadの使い方を知る 

身近な物の写真を撮る 

日常生活の指導 

作業学習 

第二次 3-5時 教室の外に出て写真を撮る 日常生活の指導 

作業学習 

生活単元学習 

自立活動 

第三次 

 

6-7時 たけまつりの写真展示に向けて装飾品を作る 

・マーブリング 

・フェルトボール作り 

日常生活の指導 

作業学習 

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 ・一人で正しく iPadを利用することができる。 

・手順に沿って装飾品を作ることができる。 

 

思考・判断・表現 

 

・撮りたい角度などを工夫しながら撮影することができる。 

・撮りたい被写体を自分で選んで撮ることができる。 

・色の組み合わせを自分で考えて選択することができる。(マーブリング、フェルトボール) 

主体的に学習に

取り組む態度 

・自ら進んで写真を撮ろうとしている。 

・教室の外にある物や人に興味をむけている。 

・自ら進んで装飾品作りに取り組むことができる。 

 

 

 

 



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 

iPadの使い方がわかる。 iPadの使い方の手本を見せ

る。 

iPadの使い方の手本を見て繰り返し練習する

ことで、iPadや写真アプリの起動等ができた。 

思

判

表 

自分の撮りたい被写体を

選ぶことができる。 

生徒が興味のある物を準備

する。 

いくつかの選択肢の中から、興味のある被写体

を選択することができた。 

主

体 

自ら進んで写真を撮ろう

としている。 

写真が撮れたらその場です

ぐに評価をして自信をつけ

る。 

いろいろな被写体に対して、角度を調整しなが

ら写真を撮ることができた。 

B 知

技 

iPadのボタンを押して写

真を撮ることができる。 

iPadの撮影を繰り返し練習

する。 

写真を撮るボタンを確認しながら繰り返し練習

することで、自分で写真が撮れるようになった。 

思

判

表 

いくつかの選択肢の中か

ら被写体を選ぶことがで

きる。 

生徒の興味や関心の高い被

写体を用意する。 

生徒の興味や関心が高い被写体を準備すること

で、その中から撮りたい物を選択して撮影する

ことができた。 

主

体 

多くの物や人に興味を広

げることができる。 

いろいろな物や人の撮影に

行く機会を増やし、皆で写真

を評価し合うことで「撮って

みたい」気持ちを引き出す。 

いろいろな物や人と関わるなかで、「撮ってみ

たい」気持ちが膨らんでいった。 

C     

成果 

課題 

【成果】 

・生徒自身の iPadへの興味関心が高く、意欲的に学習することができた。 

・高校生と一緒に iPadを使うことで自然な関わりが生まれ、お互いの距離が縮まった。 

・自分の撮った写真だけでなく他の人の写真も共有したことで、いろいろな物へ目を向けることがで

きた。 

・たけまつりの展示に向けた作業では、たけまつりに展示することへの見通しをもち、作業に取り組

むことができた。 

・撮った写真をたけまつりに展示することで多くの人に写真を見てもらうことができた。 

【課題】 

・iPadを使うことが楽しくて他の活動への切り替えができない生徒がいた。他の活動へ切り替えるこ

とができるように生徒の実態に合わせた手立てが必要であった。 

・単元設定の時間が短かった。もう少し時間をとって、学校の外へ撮影に行く機会をもち、展開を広

げることができればよかった。 

・写真の被写体として生徒の興味関心のある物をより広げることができればよかった。 

つなが

りの 

分析 

日々の教育活動の中で「人と関わること」を大切にしている。クラスの中での関わりをはじめとし

て、他のクラスの仲間や教師、地域の方と関わる機会を意識的に設定している。人と関わることが好

きな生徒が多いクラスであるが、初めての場所や人への緊張感が高い。日常的に人と関わる機会が増

えることで、いろいろな人と自分から積極的に関わりにいく姿が多く見られるようになってきた。普

段の教育活動の中で人と関わることが楽しいと感じる経験を積み上げてきたことで、高校生との交流

場面でも自然な関わりが生まれ、今回の交流授業にも前向きに取り組めたと考える。 

 



高等部 事例 No.４ 

生活単元学習「プラバンプレート作り」 

 

 

 

          写真 

対象 高等部 2-3年生  計６名 

活動内容 

 

製作体験 

製作活動 

アンケート調査   

プレゼント渡し  など 

単元計画 

【第一次】 

プラバン体験 

 

 

     写真 

【第二次】 

プラバン製作活動 

 

【第三次】 

プレゼント渡し 

 

     写真 

 

単元の概要 

本単元では、自分達が作ったプラバンを他のクラス

の友達やお世話になっている教師にプレゼントする

という設定にしています。顔写真を用意し、自分でプ

レゼントしたい相手を選択することで、相手を意識し

て取り組むことを重点におきました。 

交流及び共同学習とのつながり 

授業交流では生徒と高校生がペアで活動をしました。

初めは、お互いに少し緊張している様子もありましたが、

一緒にイラストを選び、協力して作ることで楽しみなが

ら取り組めていました。 

授業の後半では、作ったプラバンを交換することで、

相手を意識して取り組めたり、喜びを共感できたりと交

流を深めるよい機会になりました。 

日々の教育活動とのつながり 

日常生活の指導 あいさつ／当番活動 

自立活動 時間内集中して作業する／道具の使い方を理解し自立的に取り組む／コミュニケーション 

国語 文字を丁寧に書く 

美術 色を理解する／色塗りをする 

共生社会へのつながり 

一緒に製作活動をすることをとおして、人と関わることの楽しさや人とのつながりの大切さを感じてほしいと

考えました。また相手を意識してプラバンを作り、プレゼントして喜んでもらえる経験を積み重ねることで、誰

かのためにも頑張れることに喜びを感じられる人になってほしいと考えました。 



 

 

交流及び共同学習の取組とのつながり 
 

エピソード 

授業交流の当日は少し緊張している様子もありましたが、日々の授業でプラバンの製作活動を繰り返し行って

きたので高校生と楽しみながら取り組むことができました。授業では、イラスト選びから相談して決め、一緒に

イラストを書いたり、色を塗ったりとペアで協力して活動する場面を多く設定したことで交流を深めることがで

きました。イラスト・色選びの際には高校生から「どれにする？」と聞かれ、本校の生徒が選ぶという姿が見え

ました。また、高校生が困っている際には、本校の生徒が教えるという交流ならではの姿も見ることができまし

た。 

 

    写真 

生徒 Aは、今まで集団での活動経験があまりなく、クラスでの授業には入る

ことができていましたが、いつもと違う集団や大きな集団には入れていません

でした。特に初対面の人との活動では緊張が高くなり活動できないこともあり

ました。そんな生徒 Aが、昼休み交流でクラスに来る高校生には大きな期待感

をもち、いつも昼休み交流の時間を楽しみにしている様子がありました。この

昼休み交流をきっかけに、少しずつ交流というものに期待感をもち始めるよう

になりました。そして、この期待感から前期の授業交流では、今まで参加でき

なかった合同の授業にも参加することができました。このような経験を積み重

ねることで、今ではコースや学部などいつもと違う集団や大きな集団にも参加

することができるようにまで生徒 Aは成長することができています。 

 

    写真 

生徒 Bは、今までの昼休み交流や修学旅行、たけまつりでの販売活動やコース

での取り組みなど、各行事のなかでいろいろな人と取り組みを行うことで人と関

わる力をつけてきた生徒です。またクラスのなかでもリーダーシップをとってみ

んなに指示を出したり、積極的に係り活動をしたりしてくれています。このよう

な経験を積み重ね、人と関わる力を付けてきたことで、初めて会う人でも積極的

にコミュニケーションをとることや、大きな集団の前でも、自信をもって発表す

ることができています。授業交流の当日も初めて会う人との活動になりましたが、

積極的に話しかけたり、生徒 Bが高校生に教えてあげたりと今までつけてきた力

をこの授業でも発揮することができていました。 

日々の教育活動が生かされた点 

日々の授業では、活動の流れを理解して、自立的に活動に取り組むということや「できました」や「手伝って

下さい」など自分から教師に報告することを通じて、コミュニケーションをとることも大切にしています。授業

交流の当日も、いつもとは違う雰囲気、集団の中ではありましたが、日々の教育活動を積み重ねてきたことで、

いつも通り自分で活動内容を理解して取り組むことができました。またプラバン作成の際に、文字を丁寧に書く

ことや、イラストの色を理解して、自分で色を選択することも、国語や美術での取り組みが生かされた点だと感

じました。 

 

 



単元名 生活単元学習 「プラバンプレート作り」 

生徒の 

実態 

 自閉症を併せ有する知的障害の生徒６名で、発達段階は B２～C段階と幅はあるが、簡単な言葉掛け

や文字が読めることにより教師からの指示を理解した上で活動することができる。しかし、個々にも

つ障害特性から一斉指導だけの理解では難しいこともあるので個々に応じた手立てが必要である。同

じ活動を繰り返し取り組むことで、見通しをもって自立的に取り組むことができる集団である。 

単元 

目標 

・プレゼントする相手を意識して作品作りをすることができる。 

・道具の使い方を理解し、自立的に活動することができる。 

・支援が必要となる時に、自分から支援を求めることができる。 

・活動時間内、集中して取り組むことができる。 

交流及

び共同

学習の

視点 

製作したプラバンを誰にプレゼントしたいかを自分で選ぶことや完成したプラバンを実際に相手に

渡す活動をとおして、相手を意識する機会を多く設定した。授業交流でも、ペアで活動する場面を多

く設定することで、相手を意識して活動することができた。イラスト選び、製作活動を一緒にするこ

とで人と関わることの楽しさや大切さを感じることができた。授業の最後には、製作したプラバンを

交換することで相手と喜びを共感することもできた。この経験を生かして、高校生以外の人にも目を

向けてほしいと考えた。 

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時 本単元の説明 

教師の実演 

日常生活の指導 

自立活動 

第二次 2-9時 製作活動 

イラストを書く 

色を塗る 

ハサミで切る 

パンチで開ける 

オーブンで焼く 

日常生活の指導 

自立活動 

美術 

国語 

第三次 

 

10時 仕上げ・まとめ 

飾り付け 

プレゼントをする 

日常生活の指導 

自立活動 

美術 

観点別評価の３観点に基づく評価規準 

知識・技能 ・ホワイトボードに示されている手順を自分で確認してプラバン作りができる。 

・複数枚ある顔写真の中から、プレゼントしたい相手を自分で選ぶことができる。 

 

思考・判断・表現 

 

・教師からの言葉掛けがなく、自分でプレゼントする相手に渡すことができる。 

・自分で色を選択して、イラストを塗ることができる。 

・困った際に、自分から教師に支援要求をすることができる。 

主体的に学習に

取り組む態度 

・授業の終わりの時間を自分で確認し、集中して活動に取り組むことができる。 

・授業交流の際に、高校生と協力して活動することができる。 

 

 

 



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 

道具の使い方を理解する

ことができる。 

・それぞれの道具の使い方の

見本を見せる。 

・初めに見本を見ることで、道具の使い方を理

解して取り組むことができた。 

思

判

表 

自分から「できました」や

「手伝ってください」等の

適切な支援を求めること

ができる。 

・支援要求のカードを用意し

て、自分から伝えられるよう

にする。 

・カードを教師に渡すことができ、支援要求を

することができた。 

主

体 

プレゼントする相手を意

識して、作品作りに取り組

むことができる。 

・授業の初めに顔写真を使

い、プレゼントしたい相手を

選択できるようにする。 

・顔写真を見て、自分がプレゼントしたい人を

選ぶことで、相手を意識して作品作りに取り組

むことができた。 

B 知

技 

活動の流れを理解して、自

立的に取り組むことがで

きる。 

・活動の工程をホワイトボー

ドに示して、自分で確認でき

るようにする。 

・ホワイトボードに示されている工程を自分で

確認して取り組むことができた。 

思

判

表 

イラストやデザインを自

分で考えて、作品作りをす

ることができる。 

・何種類かのイラストやデザ

インを用意する。 

・自分でイラストやデザインを選択し、作品を

作ることができた。 

主

体 

プレゼントする相手を意

識して、作品作りに取り組

むことができる。 

・授業の初めに顔写真を使

い、プレゼントしたい相手を

選択できるようにする。 

・顔写真を見て、自分がプレゼントしたい人を

選ぶことで、相手を意識して作品作りに取り組

むことができた。。 

C     

成果 

課題 

【成果】 

・初めに教師の見本を見せたことで、見通しをもって自立的に活動に取り組めた。 

・授業交流では、高校生と協力して制作する場面を多く設定できたので交流を深めることができた。 

・生徒や教師の顔写真を活用することで、より相手を意識して活動に取り組むことができた。 

・プラバンの完成がわかりやすいため、意欲的に取り組むことができた。 

・相手にプレゼントすることで相手と喜びを共有することができた。 

【課題】 

・製作の工程が多かったため、生徒によっては理解しにくい場面もあった。 

・ホワイトボードに全工程が書かれていたため、少し情報が混雑していた。 

・生徒によっては待ち時間が長くなってしまうこともあった。 

つなが

りの 

分析 

授業交流では、普段とは違う雰囲気の中でも落ち着いて授業に取り組むことができた。日々の授業

で、「活動内容を理解して自立的に取り組む」ということを重点的に取り組んできた。その中で自信を

もって活動に取り組める様になり、環境が変わっても普段通り取り組めたことにつながったと考える。

また本単元では「相手を意識して活動に取り組む」ということも意識して取り組んできた。相手にプ

レゼントをして、喜んでもらえたり、喜びを共有できたりすることで、自己有能感を高められたと考

える。今回の様な経験を積み重ねることで、交流の場面だけでなく、今後は他コースや他学部への相

手にも目を向けられれば、より教育効果は上がると考える。 

 



高等部 事例 No.５ 

生活単元学習「グット・ウォーカー②」 

 

 

 

          写真 

対象 高等部 １年生  計８名 

活動内容 

 

くずはモールで取材 

イズミヤスーパーセンター八幡店でのリサーチ 

「たけまつり」での販売 

 

単元計画 

【第１次】 

くずはモールで取材 

 

 

 

 

 

 

 

【第２次】 

イズミヤスーパーセンター八幡店での

リサーチ 

 

【第３次】 

「たけまつり」での販売 

 

 

      

 

単元の概要 

今回の単元は、1学期に取り組んだ働く力を付ける

ことをねらいとした「グット・ウォーカー①」での学

習活動をさらに深めるものです。この取組をとおして

販売の心得や商品の陳列の仕方を学び、販売活動に向

かう意欲を高める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 

働くイメージをもつために、地域に出かけ販売してい

る様子を取材しました。実際に販売する方から直接仕事

に対する思いを聞くことで接客のおもてなしの気持ちを

学ぶことができました。ふれあい・心のステーションで

のリサーチでは、商品の陳列や接客の仕方を学び、たけ

まつりでの販売を成功させ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 働く力（作業を行う力・仕事に向かう力・コミュニケーション力） 

販売活動における接客の仕方、状況に応じた報告の仕方 

国語 敬語の使い方、あいさつの方法・言葉遣いなど  

数学 お金の計算、時刻と時間 

自立活動 対人マナー、指示の聞き取り、相手にわかる伝え方 

共生社会へのつながり 

自分達の住む近隣の地域で実際に販売をしている人の話を聞くことは、働く態度や心構えを学ぶことにつなが

ると思います。また、自信をもって販売学習をする経験を積むことで就労意欲を高められると考えます。 



 

交流及び共同学習の取組とのつながり 
 

エピソード 

本単元では、実際に地域で働いている人達の様子を知ることで働くことのイメージをもち、販売体験では達成

感を味わうことができました。また、地域のイズミヤスーパーセンター八幡店に出向き、販売の心構えなどの話

を聞くことで働く上で大切なことを学ぶことができました。学んだことを意識して「たけまつり」の販売練習を

することで、本番では自信をもって笑顔で販売できました。 

 

    写真 

生徒 Aは、授業に対して意欲的に取り組みにくい生徒でしたが、手指の器用

さを生かして好きな作業学習や美術の授業などに参加し、モチべーションも高

く意欲的に取り組めるようになりました。ふれあい・心のステーションでのリ

サーチでは、班の中心になって活動し、働く先輩達の姿を見て笑顔になったり、

販売する方とのやりとりを楽しんだりし、積極的に話しかける様子が見られ、

卒業後働くというイメージが少しずつもてるようになりました。 

 

    写真 

生徒 Bは、働くことのイメージをなかなかもつことのできない生徒です。今

回地域の方に協力してもらい、働くことについてのイメージや販売について考

える機会を設けました。イズミヤスーパーセンター八幡店に出向き、販売する

方から販売するうえで大切にしていることや心得などを聞くことができまし

た。Bはとても熱心にその話を聞いていました。考えることが苦手な Bでしたが、

積極的に質問する姿が見られ、最後のあいさつでは「ありがとうございました。」

と自然に大きな声が出ました。その後の学校生活では、笑顔であいさつをする

姿が見られました。「たけまつり」の販売では「いらっしゃいませ」と大きな

声で接客できました。感想には、「接客するたびに知らない人に慣れ、販売が

楽しくなった。」と書き、働くことのイメージを少しもつことができました。 

 

     

 生徒 C は、コミュニケーションが苦手な生徒です。今回販売学習に向けて地

域で働いている人にインタビューしたり、販売の心構えを学んだりすることで

働くことについてのイメージをもつことができました。特に、イズミヤスーパ

ーセンター八幡店での販売する方の話は、和らいだ表情で熱心に聞いていまし

た。「たけまつり」の販売では、「いらっしゃいませ」とお辞儀をし、両手で

電卓をかざし値段を伝える姿が見られました。普段はマイペースでゆっくり行

動する生徒でしたが、この日はテキパキと行動することができました。接客を

とおして人と関わる楽しさやコミュニケーションの大切さを学びました。満足

な表情を見せ、「丁寧に接客できて良かった。」と感想を書いて伝えることが

できました。 

日々の教育活動が生かされた点 

地域で働く方から直接学んだ接客の仕方や販売活動で必要となる金額の合計やおつりの求め方等、確かにでき

るように重点的に教科学習を行うことで自信をもって取り組むことができました。また、自立活動ではその場に

応じた言葉遣いやマナーについて学習し、役割毎に疑似体験学習を積むことで意欲的に実践する姿が見られまし

た。 



単元名 生活単元学習 「グット・ウォーカー②」 

生徒の 

実態 

軽度知的障害の生徒８名で、発達段階は C・D段階である。日常生活は自立している。中学校時代不

登校であった生徒が半数いる。入学後は期待感ややる気をもって活動に取り組めている。将来働くこ

とについてイメージできる生徒は少ないが、作業学習には積極的に取り組めている。ただ、相手との

適切な関わりやコミュニケーションを築くことを苦手とする生徒がいるので、地域社会においてより

豊かに生活できるように実体験を積むことを大切に取り組んでいきたい。 

単元 

目標 

・興味のある仕事を調べて、働く意欲につなげることができる。 

・働くために必要なことを知り、今後の進路の取組につなげることができる。 

・販売するうえでのマナーや態度がわかり、たけまつりの販売で実践することができる。 

交流及

び共同

学習の

視点 

どんな仕事があるのか卒業生の働く様子の写真を見ることで、働くことについてのイメージをもた

せた。校外に出かけて実際に働いる人の姿を見たり、地域で販売している方から「あいさつ」や「身

だしなみ」等、販売活動に必要な事柄や大切にしている話を聞いたりする機会を設けた。接客する時

の表情や言葉遣いを身に付け、喜ばれる体験をとおして自信を付けて欲しい。そして、働く喜びや達

成感を感じて欲しいと考える。 

単元 

計画 

次 時 内容 日々の教育活動との 

つながり 

第一次 1-10時 オリエンテーション 

くずはモールで取材・インタビュー 

 

国語 

自立活動 

第二次 11-27時 ふれあい・心のステーションでのリサーチ 

パワーポイントでまとめる 発表する 

販売の心得、陳列の仕方を学ぶ 

スーパーセンターイズミヤ八幡店でのリサーチ 

作業学習 

国語 

自立活動 

第三次 

 

28-36時 接遇、販売練習 

「たけまつり」販売 

まとめ 

 

作業学習 

国語 

自立活動 

数学 

 

観点別評価の３観点に基づく評価規準 

知識・技能 ・地域で働いている人達の様子を知り、販売活動に必要な手順を身に付けることができた。 

・販売の心構え、陳列の仕方を理解し実践できる。 

 

思考・判断・表現 

 

・販売するうえでのマナーや態度を意識して取り組もうとしている。 

・接客の時の表情や姿勢を考えて、みんなで協力して販売することができる。 

 

主体的に学習に

取り組む態度 

・販売学習に意欲的に取り組むことができる。 

・意欲的にインタビューしたり、リサーチしたりできる。 

・積極的にコミュニケーションを取ることができる。 

 



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 

陳列の仕方を工夫し、販売

の手順が理解できる。 

担当する製品を置く場所や

並べ方を事前に確認する。 

ポップなどを使い陳列の仕方を工夫することが

できた。また、手際よく販売することもできた。 

思

判

表 

笑顔でみんなと協力して

販売することができる。 

梱包する場所を提示し、会計

への動線を明確にする。 

友達に声を掛けながら協力して販売することが

できた。疲れを見せることなく接客できた。 

主

体 

積極的にコミュニケーシ

ョンを取ることができる。 

意欲的に取り組めるように

明るく教師が大きな声を出

して雰囲気づくりをする。 

お客様とのコミュニケーションを楽しみ、意欲

的に販売学習に取り組むことができた。 

B 知

技 

販売の仕方を理解し取り

組める。 

事前練習の中で販売の手順

を提示し、見通しをもって取

り組めるようにする。 

繰り返し練習することで手順を理解し販売の流

れをつかむことができた。 

思

判

表 

販売でのマナーや態度を

意識して笑顔で明るい接

客ができる。 

チェックリストに沿って販

売の心構えを確認して臨め

るようにする。 

言葉遣いに気を付けながら丁寧な接客ができ

た。 

主

体 

笑顔で意欲的に取り組む

ことができる。 

接客を楽しめるような言葉

掛けをする。 

緊張しながらも、笑顔で元気よく販売すること

ができた。「ありがとうございます」と大きな

声で接客する姿が見られた。 

 

C     

成果 

課題 

【成果】 

・インタビューやリサーチをすることで販売活動に興味をもち、将来働くことに対するイメージを深

めたり販売に向けての意欲を高めたりすることができた。 

・地域に出かけて販売の様子を見たり販売の心構えを聞いたりして、あいさつや接客マナー等を学び、

地域の人とふれあう楽しさを感じとることで製品作りにより一層励むことができた。 

・販売へ向けての取組や販売学習をとおして、働く喜びや達成感を味わうことができた。 

 

【課題】 

・実際に販売する場面では緊張してうまく接客ができない場面もあったので、その場に応じた言葉遣

いや態度を身に付ける必要性を感じた。 

・今回の単元だけではなく今後も継続した販売活動の機会（１月の公開研究会、３月のイズミヤスー

パーセンター八幡店での販売学習）をもつことで、さらに自信のある接客の仕方を身に付けていき

たい。 

 

つなが

りの 

分析 

 働くことについてのイメージをもつため、販売している様子を実際に見て学ぶ機会として地域のシ

ョッピングセンターに出かける学習をした。実際に販売の様子を目にしたり、販売する方から販売の

心構えを学んだりすることができた。また、ふれあい・心のステーションの取組では、接客の仕方や

製品の陳列の良さを見つけることができ、たけまつりの販売では、その成果を発揮することができた。

コミュニケーションの楽しさを感じるよい経験となり、人と関わる意欲につなげられた。 

 



高等部 事例 No.６ 

生活単元学習「やわたランドをつくろう～遊び道具～」 

 

 

 

          写真 

対象 高等部 ２年生  計５名 

活動内容 

 

オリエンテーション 

遊び道具（もぐらたたき、さかなつり等）の制作、 

リハーサル、やわたランドの運営（本校小学部、地域 

の小学校）、振り返り、まとめ など 

単元計画 

【第一次】 

遊び道具の制作・インタビュー 

 

【第二次】 

遊び方の説明・リハーサル 

【第三次】 

やわたランドの運営（本校小学部、地域の

小学校） 

 

 

     写真 

 

単元の概要 

「やわたランド」を開くために必要な遊び道具を制

作して、普段あまり関わりのない異年齢集団（本校小

学部、地域の小学校）と交流し、やわたランドを運営

する単元です。自分達で遊び道具を制作できるように

色を塗る、はさみで切る、テープやのりで貼る等わか

りやすい活動内容にしました。また、ペア活動を取り

入れ友達と協力して取り組めるようにしました。 

交流及び共同学習とのつながり 

生徒達は、京都八幡高等学校との授業交流や昼休み交

流をとおして、同年代との関わりが自然にできるように

なってきています。本単元では、本校小学部や地域の小

学生に自分達が制作したもので遊んでもらう取組をとお

して、年下の子ども達との関わりを学ぶことができまし

た。 

日々の教育活動とのつながり 

美術 遊び道具の制作／道具の使い方 

作業学習 報告・連絡・相談／任された役割や作業を果たす／指示書どおりに作業をする 

国語 自分の気持ちや考えを相手に伝える／意見をまとめる 

自立活動 相手や状況に応じたコミュニケーションをとる 

共生社会へのつながり 

自分達が考えたことや制作したもので、誰かが喜んでくれる経験をとおして達成感や喜びを感じることで、新

しいことにチャレンジする力へつながると考えます。また、様々な年齢の人と関わったりコミュニケーションを

とったり、相手の思いを受け入れたりする力を今後の学習や生活に生かしてほしいと考えます。 



 

交流及び共同学習の取組とのつながり 
 

エピソード 

 本単元では、授業交流や昼休み交流で付けてきた「人と関わる力」を生かして、今度は自分達が主体となって

「人に関わっていく」学習内容を計画しました。生徒同士で話し合って決めたり、制作したりする活動や、今ま

で関わったことの無い人にインタビューする活動、自分達より年下の子ども達に制作したもので遊んでもらう活

動を行いました。自分達から関わっていくことに苦手意識をもっている生徒も多いのですが、様々な取組をとお

して自信をもち、人との関わりを楽しむ様子が見られるようになってきました。 

 

     

 生徒 Aは、自分から話しかけることが苦手で、友達や教師と話す時も気後れ

してしまうところがあります。自分でも「会話がなかなか続かない。」「どう

やって話しかけたらよいかわからない。」と話すことがありました。昼休み交

流では、同年代の高校生と話すうちに、高校生との会話が少しずつ続くように

なってきました。今回の授業では、本校の小学部の教師に、「遊んでもらうと

きに気を付けた方がよいこと」をインタビューしました。普段関わりの少ない

教師へのインタビューでしたが、大きな声で質問することができました。 

 

     

 生徒 Bは、日々の学校生活では他の生徒に教えてもらったり、手助けをして

もらったりすることが多い生徒です。発音が不明瞭なこともあり、みんなの前

で発表する時は、少し声が小さくなってしまうことがあります。今回の授業の

中では、一人で缶積み遊びコーナーの運営を担当しました。小学部の児童との

交流では、子ども達の目線までしゃがみこんで声を掛け、遊びのやり方を笑顔

で教える様子が見られました。小学部や地域の小学校の児童と関わることで、

自信や意欲を感じている様子でした。 

   
 生徒 Cは、初対面の人との活動に苦手意識がある生徒です。高校生との交流

や生活単元学習の授業で初対面の人と関わる機会を何度かもつことで、徐々に

いろいろな人と関われるようになってきました。今回の授業では、普段関わり

のない児童がたくさんいる中で、６面パズルの絵カードを児童にわかりやすく

見せることができました。また、苦手な授業の時は教師がいないとすぐに教室

から出ていくこともありましたが、教師がそばにいなくてもペアの友達を支え

に最後までやりきることができました。 

日々の教育活動が生かされた点 

作業学習の中では、流れ作業や共同作業で、自分の分担や役割に責任をもって行う力を付けています。今回の

授業においても、それぞれに分担された制作作業をしっかりやりきったり、自分の担当する遊びのコーナーを運

営したりすることができました。また、作業学習や自立活動、職場実習等で、相手や状況に応じたコミュニケー

ションの仕方を学んできています。小学部や地域の小学校の児童に対しても、相手に合わせて遊びの説明をした

り、遊びやすいように手助けしたりする様子が見られました。 



単元名 生活単元学習 「やわたランドをつくろう～遊び道具～」 

生徒の 

実態 
広汎性発達障害等を併せ有する知的障害の生徒５名で、発達段階はＢ段階からＤ段階である。簡単

な指示だと理解して行動することができる生徒が多い。しかし、不安なことや難しいことがあると授

業に向かえない生徒や見通しがないとふざけてしまう生徒、自分よりできる人がいるとやる気をなく

してしまう生徒がいる。また、人と関わることが好きな生徒達だが、反面、大人数や初めて関わる人

とコミュニケーションをとるのが苦手である。様々な人とコミュニケーションをとれるようになって

いくことが課題である。 

単元 

目標 

・活動内容を理解し、集中して取り組むことができる。 

・ペアの友達にやって欲しいことを伝えたり、わからないことを聞いたりすることができる。 

・友達や異年齢の児童に自分達が作った遊び道具の説明をすることができる。 

交流及

び共同

学習の

視点 

普段あまり関わりのない異年齢集団（本校小学部、地域の小学校）との交流の機会を設定した。自

分達が児童のために制作した遊び道具で楽しそうに遊んでいる姿を見て、達成感や喜びを感じたり、

お兄さんお姉さんとして、優しく児童と関わったりする経験をしてもらいたいと考えた。 

また、日常的に交流している高校生だけでなく様々な年齢の人と関わることで、相手に応じたコミ

ュニケーションのとり方や接し方、マナーや態度を知ってもらいたいと考えた。 

単元 

計画 

次 時 内容 日々の教育活動との 

つながり 

第一次 １-10時 

 

 

オリエンテーション 

グループに分かれて、遊び道具の制作 

国語 

美術 

作業学習 

自立活動 

第二次 11-14時 遊び方の説明を考える 

完成した遊び道具で遊んでみる 

リハーサル 

国語 

作業学習 

自立活動 

 

第三次 

 

15-21時 

 

やわたランドの運営（本校小学部） 

遊び道具の改善・修復 

やわたランドの運営（地域の小学校） 

単元の振り返り、まとめ 

国語 

美術 

作業学習 

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 ・遊び道具の制作に必要な道具や手順を理解している。 

・必要な道具を自分達で準備できている。 

 

思考・判断・表現 

 

・手順書の内容を理解して進めている。 

・ペアで相談しながら進めようとしている。 

・自分達が作った遊び道具の遊び方を説明している。 

主体的に学習に

取り組む態度 

・活動内容を理解して進んで参加しようとしている。 

・相手のことを思って行動しようとしている。 

 

 



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 

活動内容を理解して、自分

から道具を準備し、制作活

動等を行うことができる。 

活動内容を示した予定表や

必要な道具の一覧を提示す

る。 

予定表を見てその日の活動内容を理解し、自分

で考えて取り組むことができた。制作に必要な

ものを自ら準備し、積極的に作業していた。 

思

判

表 

手順書の内容を理解し、ペ

アの友達に指示を出すこ

とができる。 

短文で写真を使ったわかり

やすい手順書を用意する。 

制作の工程がわからず困っている友達に、やり

方を教えてあげたり、スムーズに作業が進むよ

うに言葉掛けをしたりすることができた。 

主

体 

友達や異年齢の児童のこ

とを考えて発言すること

ができる。 

伝えたいことが相手にわか

りやすいような伝え方を教

える。 

話し合い活動では、友達の意見を取り入れなが

ら中心になって進めることができた。「やわた

ランド」の運営では、児童にわかりやすい言葉

で話しかけることができた。 

B 知

技 

活動内容を理解して取り

組むことができる。 

線をはさみで切る、目印まで

テープをはる等わかりやす

い単純な作業を用意する。 

友達が作業する様子を見ることで、活動内容を

理解し、作業に取り組むことができた。 

思

判

表 

わからない時に自分から

ペアの友達に質問をする

ことができる。 

わからないことがあるとき

は友達に聞くように事前に

確認する。 

最初は、すぐに教師に頼ろうとする様子があっ

たが、回数を重ねていくと、わからないことが

あると友達に質問することができた。 

主

体 

できたことを振り返るこ

とができる。 

毎時間、授業の終わりに振り

返りの時間を設定する。 

ペアの友達と相談しながら、その日の目標決め

や、活動の振り返りを行うことができた。 

C     

成果 

課題 

【成果】 

・学習グループを２～３人の少人数にしたことで、学年集団や一斉授業の中では発言しにくい生徒が、

大きな声で自分の意見を言ったり、発表したりすることができた。 

・生徒がわかりやすいように短文で写真を使った指示書や手順書を用意することで、教師に頼らず自

分達で考えて、作業や話し合いに取り組むことができた。 

・「やわたランド」の運営では、学年でリハーサルを行い、本校小学部から地域の小学校と、段階を

踏んで集団を大きくしていくことで、少しずつ自信を付けてスムーズに運営することができた。 

・地域の小学校では、児童に「楽しかったよ。」「また来てね。」などと言ってもらい、「喜ぶ顔を

見ると嬉しかった。」という感想を書くなど、喜びや達成感を感じることができた。 

【課題】 

・グループでの話し合い活動をもう少し増やしてもよかった。 

・手順書どおりに制作する作業が多かったが、自分達で考えて制作する部分があってもよかった。 

つなが

りの 

分析 

生徒達は、京都八幡高等学校との交流をはじめとして、学校生活全体をとおして、相手や場の状況

に応じたコミュニケーションの方法を学んできている。自立活動や教科において、グループワークや

ロールプレイ等を行い学んだ知識を、交流や作業学習等実践の場面で活用することで、社会に出た際

に生きる力として身に付けさせたいと考えている。本単元では、自ら制作した遊び道具を使用した「や

わたランド」を運営して、異年齢の児童との交流を行った。初めて関わる地域の小学生に対しても、

日頃の学習で積み重ねてきたコミュニケーション力を生かして、自然に関わることができていた。自

分達で制作したもので遊び、楽しんでもらう経験は、自信や達成感、自己有用感につながったと思わ

れる。今回の授業で付けた力を、さらに学校生活全般に生かしていって欲しいと思う。 

 



高等部 事例 No.７ 

生活単元学習「「やわたランド」をつくろう～ピタゴラ装置～」 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象 高等部 ２年生  計７名 

活動内容 

 

オリエンテーション 

遊び道具（ピタゴラ装置・コロコロゲーム）の制作 

リハーサル、「やわたランド」の運営（本校小学部・ 

地域の小学校）、振り返り、まとめ など 

単元計画 

【第一次】 

遊び道具の設計 

 

【第二次】 

遊び道具の制作、運営準備 

 

【第三次】 

「やわたランド」の運営 

（本校小学部・地域の小学校）

 
 

単元の概要 

本単元では、小学部や地域の小学校の児童に手作り

の遊び道具で楽しんでもらうために、その仕組みを友

達と話し合って制作したり、どうしたら楽しんでもら

えるかなどを話し合いました。そして、当日は「やわ

たランド」を自分達で運営しました。 

単元をとおして、思考力やコミュニケーション力、

学習への意欲を引き出すことを大切にしました。 

交流及び共同学習とのつながり 

日常的な高校生との交流をとおして、同年代の友達と

の関わり方等を学んでいます。 

そこで、今回は普段あまり関わりのない小学部や地域

の小学校の児童との交流を設定しました。自分達が制作

した遊び道具で楽しそうに遊んでいる姿から、達成感や

喜びを感じたり、お兄さんお姉さんとして、優しく児童

と関わったりする姿がありました。 

日々の教育活動とのつながり 

美術 設計／遊び道具の制作／道具の使い方 

作業学習 報告・連絡・相談／任された役割や作業を果たす／指示書どおりに作業をする 

国語 自分の気持ちや考えを相手に伝える／意見をまとめる 

自立活動 相手や状況に応じたコミュニケーションをとる 

共生社会へのつながり 

自分達が考えたことや制作したもので、相手が喜んでくれる経験をとおして達成感や喜びを感じることで、新

しいことにチャレンジする力へつながると考えます。また、様々な年齢の人と関わったりコミュニケーションを

とったり、相手の思いを受け入れたりする力を今後の学習や生活に生かしてほしいと考えます。 



 

交流及び共同学習の取組とのつながり 
 

エピソード 

小学部や地域の小学校の児童に、楽しんでもらうためにはどのようにすればいいかを話し合いながら遊び道具

の制作に取り組みました。自分の考えをなかなか伝えられず、他人任せになりがちな生徒に対して、コミュニケ

ーション力や学習への意欲を引き出せるような場面や役割を設定することで、自分の考えを友達や教師に伝える

ことができたり、友達の意見を聞きながら制作したりすることができました。 

 「やわたランド」の運営当日は、緊張した表情でしたが、自分達が作った遊び道具で楽しそうに遊ぶ児童の姿

や反応を見て、緊張も和らぎ、児童に遊び方を説明したり児童のペースに合わせて一緒に遊んだりする姿が見ら

れました。 

 

 

 

 生徒 Aは、明るくクラスの中でもムードメーカー的な存在ですが、恥ずかし

がり屋な一面もあります。京都八幡高等学校との交流でも、１年生の頃は、高

校生から話しかけられても恥ずかしさから、相手の顔が見られなかったり「ま

ぁ」「そうですね」などの返答が多かったり、緊張や恥ずかしいという気持ち

がコミュニケーションにも表れていました。昼休み交流や授業交流をとおして

高校生との交流も回数を積み重ねたことで、今では、好きな芸能人の話等で盛

り上がったり、一緒に身体を動かしたりと交流を楽しむ姿が見られます。 

 「やわたランド」の運営でも、最初は緊張や恥ずかしさから隣のブースを担

当している友達の所へ行ったり、話をしたりして落ち着かない様子がありまし

た。緊張しながらも、遊び方の説明をしたり、ボールを渡したり、スタートの

位置を教えてあげていました。だんだんと児童の目線の高さに合わせて説明し

たり、お兄さんとして一緒に遊んだりする姿が見られました。生徒 Aの良さで

ある明るさや元気さを発揮することができました。 

 

 

生徒 Bは、自分から友達に話しかけることは少ないですが、友達の話をうな

ずきながら聞いたり、わからないことを教えてあげたりする優しい一面をもっ

ています。この単元でも、同じグループの友達に遊び道具のパーツの作り方や

仕組みを優しく教えてあげていました。 

運営の当日は、他のグループが制作したもぐらたたきのブースを担当しまし

た。児童のペースに合わせて、もぐらを穴から出すスピードを調整したり、児

童がもぐらに気付いてたたくまで待ったりする等、児童が楽しめる工夫を自分

で考えて対応する場面がたくさんありました。単元のまとめでは、「少しめん

どくさかったが、小学生の喜ぶ顔を見ると少し気分が良くなった」と感想を書

いていました。遊び道具を作り上げた達成感とともに、児童が楽しむ姿を見て

喜びを感じることができました。 

日々の教育活動が生かされた点 

国語や自立活動、生活単元学習で学び、積み重ねてきた「友達と協力する」「話し合う」「友達の意見を聞い

て取り組む」という力を発揮している様子が見られました。また、グループでの活動において友達の意見を聞き

つつ、小学部や地域の小学校の児童にどうすれば楽しんでもらえるかを考えながら取り組むことができました。 



単元名 生活単元学習「やわたランドをつくろう～ピタゴラ装置～」 
生徒の 

実態 
自閉スペクトラム症、ＬＤ等を併せ有する知的障害の生徒７名で、発達段階はおよそＤ段階である。

地域の中学校から本校高等部に入学してきている生徒が大半を占めており、リーダー的存在の生徒も

いる。手先の器用さや粘り強さ、豊かな発想力があるという良い面がある。しかし、コミュニケーシ

ョン面では、友達と意見を合わせてしまったり、周囲の雰囲気を悪くするようなマイナス発言をした

りするなどの課題がある。 

単元 

目標 

・見本や映像を見て、遊び道具の仕組みや作り方を理解することができる。 

・遊び道具を制作するなかで、友達と話し合ったり、自分達が制作した遊び道具の工夫点や仕組みを

相手に紹介したりすることができる。                  

・遊び道具のコースをつなげ、仕組みがうまく動くように試行錯誤しながら、取り組むことができる。 

交流及

び共同

学習の

視点 

普段あまり関わりのない異年齢集団（本校小学部、地域の小学校）との交流の機会を設定した。自

分達が児童のために制作した遊び道具で楽しそうに遊んでいる姿を見て、達成感や喜びを感じたり、

お兄さんお姉さんとして、優しく児童と関わったりする経験をしてもらいたいと考えた。 

また、日常的に交流している高校生だけでなく様々な年齢の人と関わることで、相手に応じたコミ

ュニケーションや接し方、マナーや態度を知ってもらいたいと考えた。 

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 

遊び道具（ピタゴラ装置・コロコロゲーム）の見本や映

像を見て、遊び道具を話し合って考える 

国語、美術 

作業学習、自立活動 

第二次 7-14時 グループに分かれて、遊び道具の制作 

完成した遊び道具で遊んでみる 

遊び方の説明を考える 

国語、美術 

作業学習、自立活動 

第三次 

 

15-21時 「やわたランド」の運営（本校の小学部） 

遊び道具の改善・修復 

「やわたランド」の運営（地域の小学校） 

単元の振り返り、まとめ 

国語、美術 

作業学習、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 ・見本や映像を見たり、制作したりすることで仕組みを理解することができている。 

・高低差や素材の違いによって、ボールの動き方が異なることを理解することができている。 

思考・判断・表現 

 

・なぜうまくいったのか、いかなかったのか理由を考えて、話し合うことができている。 

・テーマや計画に沿って、遊び道具を制作することができている。 

・自分達が制作した遊び道具の遊び方を相手に紹介することができている。 

主体的に学習に

取り組む態度 

・試行錯誤をし、あきらめずに何度もチャレンジできている。 

・「こうしてみたらどう？」など自分の考えを話し合いのなかで積極的に伝えることができている。 

・友達や教師のアドバイスを受け入れて、改善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 

遊び道具の仕組みを映像

や見本を見て理解するこ

とができる。 

動画を見たり、遊び道具ごと

に仕組みを話し合ったりす

る。 

見本を見ながら、レーンの位置やボールが止ま

らないように転がるために角度やペットボトル

のつなぎ目を工夫できた。 

思

判

表 

遊び道具を丁寧に制作す

ることができる。 

切る場所や配置する場所に

目印をつけて、視覚的にわか

りやすくする。 

ペットボトルに書かれた目印の線の上をカッタ

ーナイフできれいに、安全に切ることができた。 

主

体 

自分の考えをわかりやす

く友達に伝え、諦めずに取

り組むことができる。 

具体物を使って説明したり

イメージを描いたりする。 

「ゴールは牛乳パックでつくろう」と自分の意

見を伝えられた。友達と目標をクリアしようと

前向きに取り組むことができた。 

B 知

技 

遊び道具の仕組みを映像

や見本を見て理解し、見通

しをもつことができる。 

動画を見たり、遊び道具ごと

に仕組みを話し合ったりす

る。 

見本を基に遊び道具を制作したり、自分で考え

た仕組みや配置をプラスしたりして工夫するこ

とができた。 

思

判

表 

相手に応じて、ペースや話

し方を変えることができ

る。 

遊び方の説明や児童との関

わり方を事前に確認してお

く。 

同じグループの友達に、実際の仕組みを基に改

善点を伝えることができた。運営当日は、児童

のペースに合わせて対応することができた。 

主

体 

手先の器用さを生かして、

友達に制作のアドバイス

をすることができる。 

具体的なアドバイスができ

るように言葉掛けをする。 

ボールがうまく転がるように、段差や仕組みの

つなぎ目をなくすようにテープを貼り、友達に

その案や貼り方を伝えることができた。 

C     

成果 

課題 

【成果】 

・授業の導入部分で、みんなのモチベーションが上がる言葉（赤）、下がる言葉（青）を確認し、ホ

ワイトボードに掲示しておくことで、マイナス発言はあったものの掲示されている言葉は使わない

ように意識していた。 

・「自由な発想で考える」ことが難しい生徒に対して、ある程度の構成を教師が用意することで意欲

的に取り組むことができたり、所々「ここはこうすれば良いと思う」という意見を自発的に言った

りする回数が増えた。 

・自分達が制作した遊び道具で、楽しそうに遊んでいる児童の姿を見て、誇らしげな表情を浮かべな

がら、一緒に遊んだり優しく関わったりすることができていた。 

【課題】 

・単元の導入部分で、遊び道具の作り方等を丁寧に説明し、イメージをもたせることが必要であった。 

・授業時間以外にも制作することがあり、スケジュールや時間を意識させる支援が必要であった。 

つなが

りの 

分析 

地域や本校の児童生徒に向けて行った「たけまつり」での作業体験、作業製品販売、京都八幡高等

学校との交流をとおして様々な年代の人と関わる経験や日々の授業における話し合い活動、自分の気

持ちを伝える経験を積み重ねてきた。「やわたランド」運営までの準備段階や当日の児童との関わり

にその積み重ねが生かされたと考える。児童がわくわくするような仕組みや遊び道具を作ろうとする

姿、児童に優しく遊び方を説明したり関わったりする姿にその経験がつながっていた。また、お兄さ

んお姉さんとして「やわたランド」を運営し、児童が楽しそうに遊ぶ姿を実際に見たことで、自分達

が一生懸命考えたもので喜んでもらえ、達成感や自信につながったのではないかと考える。こういっ

た経験を積み重ねることにより、普段の生活において人と関わる力がさらに広がっていくと考える。 

 



高等部 事例 No.８ 

作業学習 縫製 「作業実演（ネコのトートバック）」 

 対象 高等部 ３年生  計３名 

活動内容 

 

作業実演に向けての話し合い 

説明やアピールの仕方の練習 

リハーサル、作業実演        など   

 

単元計画 

【第１次】 実演に向けての話し合い 【第２次】  練習・準備 

 

【第３次】  作業実演 

 

単元の概要 

京都八幡高等学校文化祭、本校文化祭「たけまつり」

での作業実演に向けて、見通しをもつところから、実

演の見せ方、伝え方などを自分達で考えながら取り組

む単元です。この単元の学習をとおして、積み上げて

きた力を発揮し、自分達の得意なことを発表すること

で、達成感を感じ、自信につなげることができました。 

交流及び共同学習とのつながり 

京都八幡高等学校文化祭での作業実演は２年目、たけ

まつりでの作業実演は初めての取組です。高校生との日

常的な交流や授業交流から活動の枠を広げ、高校生にと

どまることなく、保護者や高校関係者、地域の方々等多

くの人と関わることができました。自分達の得意な力や

頑張りを発信でき、コミュニケーション力や自己肯定感

を高めるよい機会となりました。 

日々の教育活動とのつながり 

日常生活の指導 群読/しっかり声を出す/はっきり話す/明るい表情 

生活単元学習 グループでの話し合い/社会人としての自覚をもつ 

自立活動 対人マナー/相手のことを考える/感じのよいコミュニケーション 

国語 丁寧な言葉づかい/相手に伝わるように話す 

共生社会へのつながり 

 高等部入学から３年間で作業学習をとおして身に付けてきている力（集中力、持続力、責任感、協調性、望ま

しい作業態度や仕事意識、問題解決の力、コミュニケーション力等）や様々な人との関わりでの成功体験が自信

となり、卒業後の社会での「働く意欲」や「人との関わりへの積極性」につながっていくと考えています。 



交流及び共同学習の取組とのつながり 
 

エピソード 

作業実演では、３年間の作業学習で身に付けてきた力（作業に取り組む姿勢、技能、コミュニケーション力）

を発揮し、これまでの高校生との交流をとおして培ってきた「人と関わる力」「コミュニケーション力」を発展

させ、いろいろな人に縫製人気製品「ネコのトートバック」の製作工程等を伝える場面を設定しました。わかり

やすく伝えるための見せ方や説明の仕方を何度も話し合いながら進めました。自分が任された工程を多くの人の

前で実演できたこと、多くの人とのコミュニケーションを楽しめたこと、「作業実演を成功させよう！」という

チーム目標のもと仲間と協力してやりきれたことは、大きな達成感と自信につなげることができました。 

 

生徒Ａは、いつも元気でチームのムードメーカーですが、気が散りやすく集

中力に欠けるところがあります。１年生の頃はミシンの細かい作業が苦手でし

たが、３年生になりできるところから少しずつ取り組み、力を積み重ね、今で

は注意力が特に必要な「ロックミシン」や難易度の高い「アップリケ付け」の

工程も、驚くほどきれいに仕上げられるようになりました。作業実演では、出

身中学校の先生や生徒も見に来られるなか「ぼくには無理や。」とつぶやいた

後輩に「ぼくも最初はへたくそやったで。諦めんと頑張ったらできるようにな

るよ。」と、自らの経験をもとに説得力をもって生き生きと話をしていました。 

 

生徒Ｂは、縫製の高い技能をもち、丁寧に確実に作業ができる生徒ですが、

失敗を恐れるあまり慎重になりすぎて、新しいことや難しいことへのチャレン

ジを躊躇してしまいます。ネコのトートバックの製作工程では最も難易度の高

い「持ち手」「仕上げ」工程を任されています。十分に練習を重ねマスターし

て迎えた作業実演では、多くの参観者を前に、自信をもって実演して見せなが

ら自分の言葉でしっかりと説明していました。「人前が苦手な自分が大勢の前

で実演できるとは思っていなかった。気持ちよかった。」と、達成感とともに

自分の成長を実感でき、すがすがしい表情で終えることができました。 

 

生徒Ｃは、体調や生活リズムが整わないことが多く、体力面でも精神面でも

なかなか継続して作業学習に取り組めないことが多い生徒で、それが自分自身

のジレンマでもあります。作業実演では得意のコミュニケーション力や発想力

をみごとに発揮し、会場のレイアウトや役割決め、効果的な伝え方などの話し

合いの中心となり、積極的に意見やアイデアを出して進めることができました。

本番でも周りの様子をよく見て、自ら動き役割を果たす元気な姿が見られまし

た。「初めて作業が楽しいと思えてきた。作業を楽しいと思うことで、できな

かったこともできるようになってきた。」と感じており、「よい自分の姿」を

実感することが好循環となり、自ら意欲的に作業学習に向かおうとしています。 

日々の教育活動が生かされた点 

大勢の前で自分の力を発揮し、協力してやり遂げた経験をとおして得た自信、また、自分の成長や良さを発

見し実感できたことが自己肯定感や自己有用感につながり、様々な場面で自分の意見が積極的に言えるように

なり、コミュニケーションのとり方や表情が生き生きとしてきました。３年生の生活単元学習のテーマである

「社会人になるために」「進路実現への取組」に対しても、これまで以上に前向きな姿勢が感じられます。 



単元名 作業学習 縫製「作業実演」 

生徒の 

実態 

 軽度知的障害の生徒３名で、発達段階はおよそ C・D段階である。日常生活は自立している。これま

での学習の積み上げや就労を意識するなかで、基本的な挨拶や返事、真面目に前向きに作業学習に向

かう姿勢も身に付いてきている。３人とも人と話すことは好きで、言葉でのコミュニケーションをと

ることができるが、相手の気持ちを考えた言葉の使い方や話し方、自分の意思をうまく伝える力は不

十分で、卒業後の社会生活を見通すと、様々な場面で自分から発信したり、人間関係を良好に築いて

いくところでのつまづきが懸念される。卒業までに人と関わる良さをたくさん経験し、コミュニケー

ション意欲やスキルを育んでおきたい。また、様々なことを実際に体験・経験していくなかで一般常

識や社会のルール等を学び、同時に自分で考え判断できる力を付けていくことが必要である。 

 

 

単元 

目標 

・作業実演に向けて、準備から本番までの流れがわかり、意欲的に取り組める。 

・工程やポイントを理解して自信をもって実演し参観者に説明ができる。 

・参観者にわかりやすい見せ方、伝え方を考え、話し合いの中で自分の意見が言える。   

 

           

交流及

び共同

学習の

視点 

作業学習で行ってきたことに自信をもって実演や説明を行い、チームで協力して自分達の頑張って

いる姿を発信する取組である。多くの人と関わりながら交流する体験をとおして、自分の成長を感じ

自分の良さ見つけ、自己有用感、自己肯定感の向上につながるよう取り組んでいる。 

 

 

単元 

計画 

次 時 内容 日々の教育活動との 

つながり 

第一次 1-4時 オリエンテーション 

実演の内容決め 

国語  

自立活動 

 

第二次 5－20時 

 

「ネコのトートバック」の製作練習 

実演の仕方や分担についての話し合い 

説明の仕方、会場レイアウト等についての話し合い 

準備・リハーサル 

国語 

自立活動 

日常生活の指導 

第三次 21-25時 作業実演本番 

（京都八幡高等学校文化祭・本校文化祭） 

国語・自立活動 

日常生活の指導 

 

観点別評価の３観点に基づく評価規準 

知識・技能 ・自分の分担の工程をマスターし自信をもって実演ができている。 

思考・判断・表現 ・わかりやすい実演の仕方を考え、工夫して説明できている。 

・話し合いの中で自分の考えを言うことができている。 

主体的に学習に

取り組む態度 

・積極的に参観者に関わろうとしている。 

 



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 

あわてず丁寧に正確に作

業をする。 

自分の分担の工程を自信を

もって実演できるまで十分

に練習を行う。 

「脇縫い」「マチ縫い」「ロックミシン」の工

程をミスなくきれいに仕上げ、自信をもって自

分の役割を果たせた。 

思

判

表 

参観者にわかりやすく説

明し、コミュニケーション

をとる。 

説明の仕方やポイントを事

前にシミュレーションする。 

製品や工程を丁寧に説明することができた。質

問にも一生懸命、的確に答えられていた。 

主

体 

積極的に参観者と関わり 

自分で判断して活動する。 

困った時にもできるだけ自

分で解決できるよう見守る。 

参観者が来られるといち早く対応し、教師を頼

ることなく、製品を見せながら笑顔で接するこ

とができた。 

B 知

技 

いつもどおり丁寧に正確

に作業をする。 

自信をもって実演できるま

で十分に練習を行う。 

「持ち手」「仕上げ」の工程を正確にきれいに

仕上げ、自信をもって自分の役割を果たせた。 

思

判

表 

実演の進み具合を考えて

複数の工程のスピードを

調整しながら実演をする。 

製品全体の工程を理解でき

るようすべての工程を経験

しておく。 

スムーズに製品が仕上がっていくように自分か

ら工程を替えながら実演できた。たくさんの製

品が仕上がり、それを製品販売場所に嬉嬉とし

て届けることができた。 

主

体 

明るい表情で説明し、積極

的にコミュニケーション

をとる。 

困った時にもできるだけ自

分で解決できるよう見守る。 

大勢の前で何かをすることは本来苦手な生徒で 

あるが、実演の手を止めて参観者と笑顔でコ 

ミュニケーションをとる場面も多く見られた。 

C     

成果 

課題 

【成果】 

・作業学習で積み上げてきた力を発揮し、得意なことを発表し伝えることで見通しをもち、意欲的に

自信をもって取り組むことができた。 

・自分の役割を果たし、仲間と協力して作業実演を成功させた経験をとおして、達成感とともに自己

有用感を得ることができた。 

・これまでの自分の成長を確認し、新たな自分の良さに気付くことができ、自己肯定感を向上させる

ことができた。 

・高校生だけでなく校外の様々な人と関わる経験をとおして、人と関わることの楽しさを感じ、コミ

ュニケーション意欲の向上につながった。 

【課題】 

・相手にわかるように伝える、相手の気持ちを理解して話すための力を身に付けていく必要がある。 

・卒業後の社会生活を見通して、人と関わることやコミュニケーション意欲の向上を視点においた取

組を設定していく必要がある。 

つなが

りの 

分析 

卒業後の社会生活では、これまでの経験をとおして培われてきた自信や自己肯定感、自己有用感を

基に、様々な場面でコミュニケーション力が汎化されていくことが重要である。「作業実演」は、自

分達が得意なことを社会に発信することでたくさんの方々と関わる体験ができる取組であった。生徒

達のなかに高校生との交流を「自然で楽しいこと」と感じるベースができており、取組の対象を高校

生から地域や校外の多くの方々へと違和感なく広げることができ、社会で必要なコミュニケーション

意欲や人と関わることへの積極性につなげることができた。さらに、卒業までの学校生活や授業のな

かで、継続的、発展的に「人と関わる経験」を積み重ね、汎化する力を育てていきたい。 

 



高等部 事例 No.９ 

作業学習 木工 「作業実演（スプーンの製作）」 

 

 

対象 高等部 ３年生  計５名 

活動内容 

 

作業実演に向けての話し合い 

説明やアピールの仕方の練習 

リハーサル、作業実演        など   

単元計画 

【第１次】実演に向けての話し合い 

 

【第２次】実演に向けての練習 

 

【第３次】作業実演 

 

単元の概要 

京都八幡高等学校文化祭、本校文化祭「たけまつり」

での作業実演に向けて、見通しをもつところから、当

日の計画や進め方、教え方などを自分達で考えながら

取り組む単元です。この取組をとおして、積み上げて

きた力を発揮し、自分達の得意なことを発表すること

で、達成感を感じ、自信につなげることができました。 

交流及び共同学習とのつながり 

京都八幡高等学校文化祭での作業実演は２年目、たけ

まつりでの作業実演は初めての取組です。高校生との日

常的な交流や授業交流から活動の場を広げ、高校生にと

どまることなく保護者や高校関係者、地域の方々と作業

実演をとおして相互理解を深め、自分達の力を発揮し自

己肯定感を高めることができたよい機会となりました。 

日々の教育活動とのつながり 

日常生活の指導 群読/しっかり声を出す/はっきり話す/明るい表情 

生活単元学習 グループでの話し合い/社会人としての自覚をもつ 

自立活動 対人マナー/相手のことを考える/感じのよいコミュニケーション 

国語 丁寧な言葉づかい/相手に伝わるように話す 

共生社会へのつながり 

 高等部入学から３年間で作業学習をとおして身に付けてきている力（集中力、持続力、責任感、協調性・望ま

しい作業態度や仕事意識、問題解決の力、コミュニケーション力等）や様々な人との関わりの成功体験が自信と

なり、卒業後の社会での「働く意欲」や「人との関わりへの積極性」につながっていくと考えています。 



 

交流及び共同学習の取組とのつながり 

エピソード 

作業実演では、３年間の作業学習で身に付けた技術を基に、高校生との交流をとおして培ってきた「人と関わ

る力」「コミュニケーション力」をさらに発展させ、様々な方に「孟宗竹スプーン」の製作工程等を伝える場面

を設定しました。参観者の安全をどのように確保するのか、わかりやすく伝えるためにはどのように機械をレイ

アウトすれば効果的か、機械の音の中でどのように工程やポイントを説明すればよいかを話し合いながら準備を

進めました。各自が一連の作業工程をこなしていき、説明役の生徒が参観者に説明する形式で多くの人の前で実

演できました。チームでの話し合いを重ねて、「作業実演を成功させよう！」という意識をもって実演をやりき

り、大きな達成感と自信につながりました。 

  
生徒 Aは、木工チームのリーダーに立候補し活動をしています。初めての人

や大勢の人が苦手で、行事への参加も苦手です。しかし、３年間の交流で高校

生に自然に話しかけ会話を楽しむことができるようになりました。このことも

後押しして、説明役を担当しました。参観者に「スプーンの製作の説明をさせ

てもらっていいですか」と声を掛け、時には自分が実演をやって見せる等、工

夫をしてわかりやすく説明ができました。 

     
生徒 Bは、手先が器用で作業工程の理解も早い生徒です。1年生の頃には、失

敗を恐れ、初めての工程や少し難しい作業には尻込みをしていました。しかし、

やり方を理解し練習を重ねるなかで、自信をもち、いろいろなことに挑戦して

きました。販売学習で、明るい表情ではっきりと話して接客することが大切だ

と気付き、笑顔で一般の方に販売することもできました。実演では、多くの参

観者に見つめられるなか、真剣な表情で堂々と作業を行いました。自己検品し

た後「検品お願いします」と大きな声で担当者に報告できました。 

 
 生徒 Cは、何事にも意欲的に取り組める生徒です。1・２年生の頃には、力加

減が難しく細かな作業が苦手でした。何度も失敗を繰り返す自分が許せなくて、

さらに失敗を繰り返すという悪循環に陥ったこともありました。今は、作業中

は気持ちをうまく安定させ、失敗してもそのことを受け入れて再度作業に向か

うことができます。勝ち負けにこだわりがちな生徒 Cが今では、高校生との体

育の授業交流で、同じチームのメンバーを一生懸命応援し、勝てなくても高校

生と一緒に慰めあっています。作業実演では、てきぱきと作業を進め、機械の

音に負けない大きな声で報告・連絡・相談ができました。少し難しいフォーク

の製作実演も行い、達成感を得ることができました。 

日々の教育活動が生かされた点 

作業実演に向けての話し合いでは、生活単元学習でのグループ討議の経験を生かし相手の意見に耳を傾け、相

手に伝わるように自分の意見を述べることができました。国語や群読の練習成果から、実演場面でも機械の音に

負けない大きな声で報告できました。自立活動で学んだ、社会人としての自覚をもつことを意識して、笑顔で会

釈をする、質問に丁寧な言葉で答えるなど感じのよい対応ができました。 



単元名 作業学習 木工「作業実演（スプーンの製作）」 

生徒の 

実態 

 軽度知的障害の生徒５名で、発達段階はおよそ C・D段階である。日常生活は自立している。これま

での学習の積み上げや就労を意識するなかで、基本的な挨拶や返事など大切なことは身に付いてきて

いる。また、作業や授業に向かう姿勢も前向きで集中力も伸びてきている。しかし、コミュニケーシ

ョンをとる力は弱く、自分の意思をうまく伝えることや言葉でやりとりする力は不十分である。社会

経験に関しては、かなりばらつきがある。経験していないことに対して臆病になるので、様々なこと

を実際に体験・経験していくなかで一般常識や社会でのルールなどを学び、同時に自分で考え、判断

できる力を付けていくことが大切である。 

 

単元 

目標 

・作業実演に向けて、準備から本番までの流れがわかり、意欲的に取り組める。 

・参観者にわかりやすい実演方法を考え、話し合いの中で自分の意見が言える。                  

・工程やポイントを理解して主体的に自信をもって作業ができる。 

 

交流及

び共同

学習の

視点 

作業学習で行ってきたことに自信をもって実演や説明を行い、自分の役割を果たし、自分達の頑張

っている姿を発信する取組である。作業実演で、身に付けてきた技術を再確認して、やりがいや達成

感を感じ、多くの人と関わり交流する体験をとおして、自己有用感や自己肯定感につながるよう取り

組んでいる。 

単元 

計画 

次 時 内容 日々の教育活動との 

つながり 

第一次 1-4時 オリエンテーション 

実演の内容決め「スプーン」製作・実演に向けての練習 

国語 

自立活動 

 

第二次 5－20時 

 

「スプーン・フォーク」製作・実演に向けての練習 

実演の仕方や分担についての話し合い 

説明の仕方、会場レイアウト等についての話し合い 

準備・リハーサル 

生活単元学習 

国語 

自立活動 

日常生活の指導 

 

第三次 

 

21-24時 作業交流本番 

 

生活単元学習 

国語 

自立活動 

日常生活の指導 

 

観点別評価の３観点に基づく評価規準 

知識・技能 ・機械や工具を正しく安全に使うことができている。 

・４つの工程を理解し自信をもって実演ができている。 

思考・判断・表現 

 

・わかりやすい実演の方法を工夫したり、考えたりしている。 

・話し合いの中で自分の考えを言うことができている。 

主体的に学習に

取り組む態度 

・積極的に参観者に関わろうとしている。 



 

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 

４つの工程を理解し、正確

に作業する。 

丁寧さと効率の両立を意識

して、練習をする。 

参観者に声を掛け、説明できた。得意な切断を

自分でやって見せるなど工夫できた。 

思

判

表 

参観者にわかりやすく説

明できる。 

説明の仕方や説明のポイン

トを事前に何度もシミュレ

ーションする。 

原稿を元に何度も練習し、本番では緊張しなが

らも説明できた。 

主

体 

参観者と積極的にコミュ

ニケーションをとる。 

困った時もできるだけ自力

で解決できるように見守る。 

説明をさせてもらっていいですかと参加者に声

を掛け説明できた。 

B 知

技 

いつもどおり正確で、丁寧

な作業をする。 

自信をもって実演できるま

で練習を重ねる。 

一連の作業の流れを理解し、正確でスムーズな

作業ができた。 

思

判

表 

スプーンだけでなく他の

製品も作る。 

いろいろな製品を最後まで

一人で作る練習をする。 

スプーンの製作の後、竹べらの製作の実演を行

った。 

主

体 

自分で意識して、よい表情

で堂々と作業を行う。 

見てもらうことを意識付け、

自分の役割を明確にする。 

表情は硬かったが、実演を見てもらう意味がよ 

くわかり、参観者の方を見て作業できた。 

C     

成果 

課題 

【成果】 

・活動内容をチームで話し合うことで、実演のイメージをもつことができ、日常の作業学習に前向き

に取り組むことができた。 

・作業学習で身に付けた技術を見せるという目標を設定することで、生徒は緊張しつつも意欲的に作

業に取り組むことができた。 

・リハーサルを行うことで具体的な工程や伝えるポイントを確認し実演ができた。 

・地域や校外の多くの方々と関わる取組へと広げることができた。 

・参観者からの賞賛の言葉で、自分の成長を確認し、自己肯定感を向上させることができた。 

【課題】 

・研磨に時間がかかるので、実演していない工程があった。 

・説明役以外の生徒が参観者ともっと積極的に関われる工夫が必要だった。 

つなが

りの 

分析 

話し合い活動や相手に伝わるように話すことの苦手な生徒が多く、授業や日常の活動の中でも自ら

発言することを大切に取り組んでいる。ただ、生徒同士や限られた人との経験で終わっていることが

多く、何かを自ら発信し知らない人に見てもらう機会は少ない。実演で上手に作業技術を伝えるには、

相手を意識して言葉にしたり表情に気を付けたりすることが大切だと気付くことができた。作業学習

で付けてきた力を実演で発表することで、まわりからの評価を受け自己有用感や自己肯定感を感じる

ことができた。 

 


