
広島県特別支援学校教育研究会第２分科会 資料 
【本研究におけるキャリア発達を促す観点】【本研究におけるキャリア発達を促す観点】【本研究におけるキャリア発達を促す観点】【本研究におけるキャリア発達を促す観点】 項 目 観 点 資 料 役割の設定について    

「将来目指す姿」，「付けたい力」に基づいた役割    

将来目指す姿のワークシート（資料１）    緊張感をもってチャレンジする役割（少し頑張れば到達できる役割）    

キャリア発達を促す授業ワークシート（資料２）    役割を果たしたことへの 評価の工夫    

多様・多重（自己，他者，相互）な評価    キャリア発達評価シート （資料３）    

過程の評価（目標達成に向かう過程を評価する）    分かる評価（生徒や他の人に分かるよう具体的に評価する）     
【資料１【資料１【資料１【資料１    将来目指す姿のワークシート】将来目指す姿のワークシート】将来目指す姿のワークシート】将来目指す姿のワークシート】((((小学部例小学部例小学部例小学部例))))    

 （対象児童生徒の）将来目指す姿 自動車に関係のある仕事をし，休日はプールに泳ぎに行ったり，電車や新幹線などの乗り物に乗ってでかけたりしながら充実した生活を送る。              

（対象児童生徒の）学部卒業時の目指す姿 自分のことは自分でやることができる。ルールやマナーを守ることができるようになり，保護者と一緒にバスや電車などの乗り物に乗って広島駅に新幹線を見に行くことができる。 現在の姿 一人で行うスキルはあるが，食事や着替えを母に手伝ってもらうことが多い。乗り物が好きで好奇心旺盛なため，一人で勝手に行ってしまう。休日などに家族で出かけることがほとんどない。 （対象児童生徒に）付けたい力 ・ 生活する力，一人で最後までやりきる力（衣服の着脱等を最後まで一人でやりきる体験を積み重ねることで，「できた」という達成感や自信をもたせたい。） ・ コミュニケーション力（自分の思いのまま行動し，問題行動と捉えられることが多いので，自分の思いや要求を相手に適切に伝えられるようにしたい。） 



【資料２【資料２【資料２【資料２    キャリア発達を促す授業ワークシート】キャリア発達を促す授業ワークシート】キャリア発達を促す授業ワークシート】キャリア発達を促す授業ワークシート】     

  

(学校名)                    (学部)            （氏名）  
対象児童生徒について 
将来目指す姿 

 
どのような力を付けたいか 

（将来目指す姿のために，今） 

 
授業の中で設定した役割 

 
役割を果たすためにどのような支

援を行うか 

 
役割を果たしたことに対してどの

ような評価を行うか 

（いつ，どのような方法で）   

 



【資料３　キャリア発達評価シート】【資料３　キャリア発達評価シート】【資料３　キャリア発達評価シート】【資料３　キャリア発達評価シート】

支援の回数が減少したか。①身体的支援②手渡し③言葉かけ④指差し

キャリア発達評価シート（小学部例） 記録方法

時間の計測ビデオ撮影

項目 指標

集中力の向上
自ら行動する ４点：一人で保健室に持って行き，一人で帰ってくることができた。３点：一人で保健室に持って行くことができた。２点：教員の言葉かけで保健室に持って行くことができた。１点：教員と一緒に保健室に持って行くことができた。
支援の回数

活動を終えるまでの時間が減少したか。（登校→朝の支度→係の仕事）
回数の記録

時間
③1回②3回②4回①6回③2回支援の回数 ④3回①9回 11分55秒9分10秒
④4回

授業の実施日 　／　　（ 　 ）３点

①4回15回17分10秒

B 記録者児童氏名
自分から係の仕事を行おうとしたか。①写真カードを箱に入れる。②健康調べ（２つ）を保健室に持っていく。 １～４点

１～４点
観点

②行動観察
①行動観察４点：一人で全員の写真カードを入れることができた。３点：何枚か一人で写真カードを入れることができた。２点：教員に写真カードを手渡されて入れることができた。１点：教員と一緒に写真カードを持って入れることができた。 ２点２点

４点　／　　（ 　 ） 　／　　（ 　 ）４点
２点

12回
③4回②7回④1回
21回



　　　　２　点＜特記事項＞ 　　　　３　点＜特記事項＞ 　　　３　点＜特記事項＞退膳：チェックポイントを見ることを促すと，忘れていた物も戻すことができた。

キャリア発達評価シート（中学部例） 授業日記録者生徒氏名 観点項目

　　　２　点
行動の観察

記録方法

　　　　２　点＜特記事項＞教師が本人の側に置いておいたチェックポイントを見て気付き，報告をした。
以下の４つの項目で当てはまるものをチェックする　・集中して行っている　・私語あり　・他者への介入　・自分の仕事以外のことをする

□集中☑私語□介入☑逸脱＜特記事項＞他クラスやＮＫとの私語が見られた。仕事は途切れ途切れしている。

指標 １点～３点
１点～３点

　　　３　点　　　２　点
　３　点　　　１　点

／　（　）／　（　） 　　　２　点

□集中□私語□介入☑逸脱＜特記事項＞モップに教員がつかなかったので，気にしていた。

／　（　）

　　　２　点＜特記事項＞
□集中☑私語☑介入□逸脱＜特記事項＞廊下掃除のＮＲが気になるようである。　　　　２　点＜特記事項＞振り返りシートを促すと，報告があった。

自ら行動する

１～３点活動の報告作業内容の確認

自分で活動を開始しようとしたか。
自分で給食用ワゴンの準備をしたか。自分で清掃用具を準備しようとしたか。

役割意識（責任感・　　　集中力） 自分の活動に責任をもち集中して行っているか。

片付け 活動終了後，自分で道具を定位置に戻そうとする，戻せる。 １～３点
教師に報告しようとしているか，できたか。作業中また分からないことがあるときに質問をしようしたか，できたか。

１点：教員の直接的支援で準備しようとする（できる）。２点：教員の間接的支援で動こうとする（できる）。３点：教員の支援なしで自ら道具などを準備する。

１点：直接的支援で報告ができる。２点：間接的支援で報告ができる。３点：自ら教員に報告や分からないことへの質問をしようと

１点：本人への直接指示で動こうとする（できる）。２点：全体への指示で動こうとする（できる）。３点：タイマーや時計を見て自ら動こうとする（できる）。

１点：直接的支援で片付けができる。２点：間接的支援で片付けができる。３点：自ら片付けようとする（で



項目
集中力 手を止めずに作業することができたか。

キャリア発達評価シート（高等部例） 記録方法生徒氏名 A 指標記録者観点 回数の計測時間の計測時間の計測時間作業効率自ら行動する 時間作業時間を短縮することができたか。自分から報告・相談することができたか。 自分から行動しようとした回数

思考力・判断力 作業内容を改善することができたか。 内容
自分から行動しようとした回数自ら次の作業へ取り掛かることができたか。 内容の記録回数の計測 　　４回 　　11分

　　５回

確認点検時に修正すべき点に自ら気付き，修正できた。 　　５回理解して取組めるようになり，相談が減り，報告が増えた。質の高い技術と態度への意識が高まった。
　　４回分からないところは何度も相談に来る等，確実な作業をしようとした。

　　８回 　　10分　　13分　　13分 　　10分　　11分
授業の実施日　　６回 　／　　（ 　 ）　／　　（ 　 ） 　／　　（ 　 ）



 

【資料４【資料４【資料４【資料４    設定した役割と評価の工夫の例】設定した役割と評価の工夫の例】設定した役割と評価の工夫の例】設定した役割と評価の工夫の例】    

    

    

    
役割役割役割役割    評価の工夫評価の工夫評価の工夫評価の工夫    

小学部 

・片付け係 食器，残飯バケツ，トレーを廊下の配膳台に運ぶ。    ・手順書で終わりをチェックする。(自己) ・役割を果たしたら，好きな活動ができる。(他者)    ・司会 ① カードをめくって進行する。 ② 他の係の友達に合図をしたり，忘れている時には知らせたりする。 
    

・カードをめくろうとしたときやカードを正しいタイミングでめくったときに，賞賛のサインを送る。(他者) ・係の仕事が終わった後は，役割分担表のマグネットを自分で裏返し，児童の好きなイラストが出てくるようにする。(自己) ・他の児童が良かったところや頑張っていたところを本人に伝える場面を設定する。(相互)    ・健康調べ係 出席している児童のカードを箱に入れて，健康観察表と箱を保健室に持って行く。 
    

・保健室で健康調べを持って行ったときに，保健室の先生から「ありがとう」と感謝を伝えてもらう。(他者) ・保健室から教室に帰ってきたときに，「まる」のイラストカードを手渡し，本人が係分担表の自分のところに貼る。(他者・自己) ・給食のメニュー発表係 ・観察簿の記入係    ・役割を果たしたときは，教員や他の児童が言葉とともに拍手をする。(他者) ・役割を果たすことができたら，「朝の会頑張り表」にシールを貼る。(他者)    
中学部 

・給食道具の取り込み係 干してあるものを所定の場所に入れる。 ・配付物係  配付物を各生徒の連絡帳に入れる。 ・健康観察簿係  健康観察簿を所定の場所にかける。    
・できたことを教員と一緒に振り返る「先生チェック」を行い，役割分担表に印を付ける。(他者) ・役割を果たしたことを朝の会で発表し，教員や生徒が感想を言う。(他者・相互)    ・掃除場所リーダー ・給食ワゴン退膳リーダー    ・振り返りシートの記入(自己) ・掃除場所を使用する教員からの評価(他者)    



中学部 

・本立て制作における担当作業 
    

・役割を果たすたびに，記録シートにシールを 1 枚貼る。授業終了後，振り返りを行い，シールの数に応じた報酬を与える。(他者) ・司会進行 ・タイムキーパー（報告係） 
    

・授業開始時に，作業に対する目標と自分の役割に対する目標を設定する。 ・作業終了後，役割に対しチェック表を用いて自分で評価する。(自己) ・タブレット型情報端末で役割を行っている様子を撮影しておき，それを視聴しながら自己評価が正しいか教員や他の生徒が確認する。(他者・相互) ・保護者や他の教員に自己評価や相互評価を行ったワークシートを見せ，評価を受ける。(他者)    

高等部 
・教室の美化チェック係 教室の美化のため，生徒がチェックを行う担当箇所を設定した。 ・「言動記録表」記入係 １日１回以上，「教室内美化についての言動記録表」に記入する。 

    

・「教室内美化についての言動記録表」への記入をとおして，学級内における美化に関する情報の共有，活動についての評価につながっている。(相互) ・「教室チェック場所担当表」の評価点数の推移を見たり，教員から伝えられたりして評価を受ける。(自己・他者) ・チェック評価基準を定め，評価の指針とする。 ・定期的にアンケート調査を行い，教室美化に対する生徒の意識の変容を見る。アンケート調査実施前と実施後の比較を生徒に提示する。(自己) ・作業グループリーダー メンバーへ本日の作業について説明 作業分担をして，指示 グループの意見を聞き，作業へ反映 作業時間の確認 ・作業後，グループメンバーから，リーダーの仕事に対する評価を行う。(相互) ・リーダーとしての役割を果たすことができたか評価シートで振り返る。(自己) ・役割を果たしたときのみ，担当の教員から，合格印をもらうことができる。(他者) 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高等部 

・給食配膳の確認点検係 
    

・努力や思考の過程の評価項目を設定し，役割を果たそうとする姿を認める。(他者) ・連絡帳やファイルに記すことで，自分で成長の過程を確認でき，変容に対する自信をもてるようにする。(自己・他者) ・校外清掃係 全員が集めたごみを分別する。 
    

・評価シートを活用し，自己評価・他者評価 を行う。(自己・他者) ・他学部の生徒から感謝の手紙をもらう。(他者) ・号令係 ・服装点検係 ・掃除点検係    ・役割に応じた各種評価シートの活用（号令，服装点検，掃除点検）(自己・他者) ・作業グループリーダー    ・評価シートを使って良かったところ，悪かったところを挙げる。(他者) ・役割に対し，給料（リーダー手当）を支給する。(他者) ・リーダーとして取組むときの注意点を挙げ，評価基準とする。(自己・他者)    



【実践事例の紹介１ 小学部】  将来目指す姿のワークシート  
 

 

（対象児童生徒の）将来目指す姿 ・得意な分野ややりがいのある仕事を見つけ，自分で選択し，働く。 ・自分なりの休日の過ごし方を見つけ，家族や友人と毎日を過ごす。 
 

 

 

（対象児童生徒の）学部卒業時の目指す姿 ・授業や行事に向けて，自分の係の仕事や目標を決めたり，振り返ったりしながら，自主的に活動に取り組むことができる。 ・学校での過ごし方のルールや約束を守って過ごすことができる。 
 

 

 

現在の姿 ・自分のやりたいことや好きなものを，指差しで選ぶことができる。 ・遊びや，学習の中でのルールを守ることは難しいが，教室内での簡単なルール（休憩の過ごし方，使ってよい遊具等）を言葉掛けを聞いたり，カードを見たりして守ることが少しずつできてきた。 
 

 

（対象児童生徒に）付けたい力 ・限られた選択肢の中から選択したり，自分の選びたかったものがなかった時に選択したりすることができる力 ・遊びや学習の中でのルールを守る力（順番を待つ，座って友だちの学習の様子を見る等） ・一つの作業を最後まで，丁寧に行う力（現在・・・例えば図画工作で，糊付けや色塗りが不十分であっても，いくつも作品を作りたいという気持ちが強い） ・友だちと一緒に移動する力（少しずつ待つことができるようになってきた） 
 



【実践事例の紹介１　小学部】    キャリア発達評価シート
7月10日

　３点 ３点
７回 ７回

　キャリア発達評価シート　　　　　　　　　児童氏名（　　　　Ａ　　　　　）　　　記録者氏名（　　　        　　　　　　　）

回数の計測回数の計測　　　　１点～４点 １点：「～に関心を示す」 ２点：「～しようとする」 ３点：「～によってできる」 ４点：「～できる」
１２回自主的な行動

役割設定前役割設定前役割設定前役割設定前

授業の実施日項目

姿勢
行動観察

6月26日

時間の計測ビデオ撮影
３回離席 机に伏せることなく，背筋が伸びた状態で座っていたか。

8回

１２回

回数
３点

観点 指標
係の仕事を自分から行おうとしたか。

時間
自分の係や活動場面以外での離席があったか。 １７分

〈特記事項〉・授業者からの，言葉掛けを受けて，出席カードやシールを配ることができた。
回数の計測

自ら取組むまでの指導者の支援回数
7月3日
１４回

記録方法自ら取組もうとした回数

１５分

〈特記事項〉・授業者の合図を受けて，挨拶を始めることができた。 〈特記事項〉・授業者からの言葉掛けを受けて，「おはなしカード」を他の児童に持って行くことができた。４回１４分 ４回



役割設定後役割設定後役割設定後役割設定後

10月2日
　４点 ４点
12回

指標
係の仕事を自分から行おうとしたか。

　キャリア発達評価シート　　　　　　　　　児童氏名（　　　　Ａ　　　　　）　　　記録者氏名（　　　　　　　　　　　）

自主的な行動
回数の計測

授業の実施日項目 観点
16回

５回

記録方法 9月25日自ら取組もうとした回数自ら取組むまでの指導者の支援回数 ４点
11回

9月18日
回数の計測

姿勢
行動観察

離席 机に伏せることなく，背筋が伸びた状態で座っていたか。
回数時間

自分の係や活動場面以外での離席があったか。 時間の計測ビデオ撮影
２回回数の計測 　２０分

〈特記事項〉・友だちの係の仕事が終わるのを待ってから，カードをめくることができた。
　　　　１点～４点 １点：「～に関心を示す」 ２点：「～しようとする」 ３点：「～によってできる」 ４点：「～できる」

１回

１６分

〈特記事項〉・カードをめくった後は，まっすぐ着席することができた。 〈特記事項〉・朝の会の準備を自分から行うことができた。
０回１７分 ０回

４回



【実践事例の紹介１ 小学部】  役割を設定した学習指導略案 
 学部学年  授業者  教科・領域 日常生活の指導 場所 教室 日時 平成  年  月  日       校時 単元題材名 朝の活動（朝の会） 設定した役割 司会，げんきしらべ係，きょうのよてい係，しーるはり係，おはなし係 本時の目標 ・自分の役割が分かり，自ら役割を果たそうと行動することができる。 ・それぞれを担当する友達へ向けて，正しいタイミングで合図をすることができる。 ・友達の係が終わったのを分担表で確認した後，次へ進行することができる。 準備物 朝の会の進行表，めくり，歌詞カード，氏名カード，顔写真，時間割のホワイトボード，出席カード，出席シール，お話カード，指差し棒，役割分担表，マグネット，トレイ 学習活動 指導上の留意点 １ 始めの「あいさつ」をする。    ２ 「あさのうた」を歌う。    ３ 「げんきしらべ」をする。  ①係の児童が友達の名前カードを持って行き，氏名を呼ぶ。 ②呼ばれた児童は，返事や挙手をして，氏名カードを，前に貼りに行く。 ③係の児童の氏名を全員で呼ぶ。  ４ 「きょうのよてい」の確認をする。  ・係の児童が予定を言ったり，指差したりする。   ５ 「しーるはり」をする。  ①係の児童が友達に出席カードと出席シールを配る。  ②シールを貼り，係へ提出する。  ６ 「おはなし」をする。  ・係の児童が友達にお話カードを渡し，一人ずつ発表する。   ７ 終わりの「あいさつ」をする。   ８ ・振り返りをする。   ・分担表を見ながら振り返りをする。                          

●司会の児童に朝の会の流れの表を示す。全員に係の分担表を示し，自分の係の仕事を意識させてから挨拶を始める。  ○手拍子のタイミングが分かるように合図をする。  ●係への合図をし忘れている時には，分担表を指差して，誰が係かが分かるようにする。 ●げんきしらべ係の仕事が終わったことが分かるように，係の児童に分担表の自分の欄をひっくり返すように促す。 ●分担表に注目させ，次の係の児童が誰かを意識させる。   ●進行と係への合図をし忘れている時には，分担表に注目させる。 ●係の仕事の後，分担表を操作し忘れていたら知らせ，係の仕事が終わったことや次の係が誰かが分かるようにする。  ●会の進行と係への合図を忘れている時には，分担表に注目させる。 ●係の仕事の後，分担表を操作し忘れていたら知らせ，係の仕事が終わったことや次の係が誰かが分かるようにする。  ●会の進行等を忘れている時には，分担表に注目させる。 ○係の仕事の後．分担表を操作し忘れていたら知らせ，係の仕事が終わったことが分かるようにする。  ○全員が姿勢を正してから，挨拶を始めるようにする。 ●挨拶が終わった後，司会に分担表の操作を促す。  ○操作し終わった分担表を確認しながら，一人ずつの係の様子を振り返り，良かったところを伝え合うことで，達成感を得ることができるようにする。                                                                                                                             授業後の気付き  ●は，役割●は，役割●は，役割●は，役割に関するものに関するものに関するものに関するもの    役割役割役割役割への評価への評価への評価への評価    

役割役割役割役割への支援への支援への支援への支援    
設定した役割設定した役割設定した役割設定した役割    役割役割役割役割の目標の目標の目標の目標    



【実践事例の紹介２ 中学部】  将来目指す姿のワークシート 
 

 

 

（対象児童生徒の）将来目指す姿 Ａ：仕事では，わからないことがあったら周囲の人に相談し，助けてもらい，家では，自分から掃除や食器洗いなどの手伝いを行う。 Ｂ：福祉事業所で与えられた仕事を時間いっぱい集中して行うことができる。仕事で頑張ってお金をためて大好きな吉本新喜劇を観に行く。わからないことがあったら周囲の人に質問することができる。 
 

 

 

（対象児童生徒の）学部卒業時の目指す姿 Ａ：わからないことがあったら周囲の人に質問・相談することができる。 Ｂ：長時間立ちの作業でも時間いっぱい集中して行うことができる。挨拶や報告・連絡・相談が自分からできる。 
 

 

 

現在の姿 Ａ：大人とは積極的に関わるが，友達には距離がある場合がある。   慣れた活動だと自分で考えて行動することができるが，慣れない活動の場合は指示待ちになってしまい，自分から行動することが難しい。 Ｂ：友達が大好きで積極的に関わっている。報告・連絡・相談は作業学習の時に「手伝ってください」などの言葉がでることがある。 
 

 

（対象児童生徒に）付けたい力 Ａ：指示待ちではなくて，自分で考えて行動する力   友達と協力して課題を達成する力   報告・連絡・相談する力 Ｂ：作業時間いっぱい集中して作業する力   報告・連絡・相談する力 
 



【実践事例の紹介２　中学部】    キャリア発達評価シート

　３回 　　２回 　　２回発言・文章 生徒自身の発言や文章による変化 発言の記録振り返りの文章 ポートフォリオの作成

授業の実施日

主体性 自分から道具を準備・片付け・役割をしようとしたか。 回数 回数の測定 （感想）がんばりました。
行動の観察 １点～３点 　1点：「～しようとする」　2点：「～によって～できる」  3点：「～できる」　　　２　点＜特記事項＞友だちが動いているのを見て動くことができた。 　　　２　　点＜特記事項＞友だちが動いているのを見て動くことができた。 　　　２　点＜特記事項＞友だちが動いているのを見て動くことができた。

（感想）がんばりました。（感想）がんばりました。 （発言）まる。（発言）まる。（発言）まる。

役割設定前役割設定前役割設定前役割設定前 記録方法項目 指標生徒氏名 B 記録者氏名観点 ７／17　（木）

　27秒中20秒 29秒中19秒　　 　55秒中32秒
　　　１　点＜特記事項＞視線でわからないことを訴える様子が見られた。

　２回６／17　（火） 　　２回 　　１回７／11　（金）
　　　２　　点＜特記事項＞テープがなくなった際に「テープ」と言って指導者が「テープを？」と聞きかえすと「テープを貸してください」と言うことができた。 　　　２　点＜特記事項＞友だちが報告した後に「３５分になりました」と報告をすることができた。

　1点：「～しようとする」　2点：「～によって～できる」  3点：「～できる」

発言ポートフォリオの作成時間はきはきと相手に伝わる声で話すことができたか
回数の測定行動の観察

レベルチェック時間の計測ビデオ撮影友だちの発言に注目しようとしていたか 声のレベル
１点～３点

手順がわからなかった時や大きな道具を一人で運ぶことが難しいときに指導者や友達に「手伝ってください」，できたときに「できました」など報告・連絡・相談ができる。
回数

発言・文章 友だちに対する評価 発言の記録振り返りの文章相手を意識する
報告・連絡・相談
声の大きさ 小 大 小 大 小 大



　　　３　点＜特記事項＞自分から行動している場面が多く見られた。 　　　３　点＜特記事項＞自分から行動している場面が多く見られた。　　７回主体性 自分から道具を準備・片付け・役割をしようとしたか。 回数 回数の測定 　６　回 ５回行動の観察 １点～３点 　1点：「～しようとする」　2点：「～によって～できる」  3点：「～できる」　　　２　点＜特記事項＞友だちが動いているのを見て動くことができた。
（感想）ほうこくをがんばりました。 （感想）ほうこくをがんばりました。

発言の記録振り返りの文章 発言ポートフォリオの作成発言・文章 友だちに対する評価
発言・文章 生徒自身の発言や文章による変化 発言の記録振り返りの文章 ポートフォリオの作成 （感想）ほうこくをがんばりました。

（刺し子の目標に対して）（役割の目標に対して） （刺し子の目標に対して）（役割の目標に対して）（発言）道具みえとった。
（刺し子の目標に対して）（役割の目標に対して）（発言）（しるしから）ずれとった？

はきはきと相手に伝わる声で話すことができたか 声のレベル レベルチェック相手を意識する 友だちの発言に注目しようとしていたか 時間 時間の計測ビデオ撮影 1分20秒中1分10秒 36秒中34秒 47秒中40秒　声の大きさ
報告・連絡・相談

授業の実施日項目 観点 指標 記録方法 10／10　（金）　　３回 ４回手順がわからなかった時や大きな道具を一人で運ぶことが難しいときに指導者や友達に「手伝ってください」，できたときに「できました」など報告・連絡・相談ができる。 回数 回数の測定 　２　回行動の観察
役割設定後役割設定後役割設定後役割設定後生徒氏名 B 記録者氏名 10／３　（金） 10／８　（水） 　　　３　点＜特記事項＞自分から「（糸通しが）できました」と言って指導者のところまで来て，「（たまむすびを）てつだってください」と報告をすることができた。１点～３点 　1点：「～しようとする」　2点：「～によって～できる」  3点：「～できる」　　　３　点＜特記事項＞自分から「（糸通しが）できました」と言って，「（たまむすびを）てつだってください」と報告をすることができた。 　　　３　点＜特記事項＞自分から「（糸通しが）できました」と言って指導者のところまで来て，「（たまむすびを）てつだってください」と報告をすることができた。小 大 小 大 小 大



【実践事例の紹介２ 中学部】  役割を設定した学習指導略案  指 導指 導指 導指 導 者者者者  日日日日    時時時時       月   日（  ）   ：   ～   ： 場場場場    所所所所    教室 学部学年学部学年学部学年学部学年    中学部第２学年 教科・領域教科・領域教科・領域教科・領域    作業学習 （クラフト） 学級形態学級形態学級形態学級形態    決定学級 設定した役割  道具確認係，報告係 本時の 目標 ・刺し子のスキルを上達させることができる。 ・自分の役割を理解し，友達と協力して作業を行うことができる。 個々の 目標 Ａ ・玉止めを布にぴったりつくように行うことができる。 ・刺し子に必要な道具を友達に聞こえる位の声の大きさで伝えることができる。 Ｂ ・針を刺した後に布を裏返して印からずれることなく，10 箇所以上縫うことができる。 ・時計を見ながら，自分から作業の「終わり」の時間になったら，友達に「○○分になりました。Ａ君片付けてください」と報告を行うことができる。 学習活動 指導上の留意点  １ 始まりの挨拶を行う。  ２ 本時の流れを確認する。     ３ 目標を設定する。   ４ 道具の準備を行う。   ５ 作業を行う。   刺し子      ６ 作業日誌を記入する。    ７ 発表を行う。  ８ 終わりの挨拶を行う。 

 ○「姿勢」の掛け声で姿勢を正しているか日直に確認を行わせる。  ○見通しをもたせるために，作業の流れを工程表を用いて説明する。 ●Ａが前に出て，刺し子に必要な道具の確認の司会を行う場面を設定する。    ○作業日誌に刺し子，自分の役割の目標を「さしこ検定評価表」から選んで記入し，それぞれ発表するようにする。  ○糸の長さを測り，一定の長さに切る活動では，二人で協力しないとできないようにしておき，協力する場面を設定する。  ○動きが止まってしまっている生徒は指導者が言葉掛けの支援を行い，少しずつ支援を減らしていく。 ●作業時間が終わる時に，Ｂが「○○分になりました。Ａ君片付けてください」と伝えるようにする。 ●指定の片付け位置に片付けることができているか二人で確認するよう促す。   ○B が感想を書く際に手が止まっていたら選択肢を用意し，選ぶようにする。 ●作業の様子をタブレット型端末で撮影しておき，目標が達成されたかどうか，，，，振り返りの際に生徒同士で相互評価を行わせる。     ●「ふりかえりワークシート」で，作業と役割について頑張っていたところを具体的に評価し，達成感をもたせる。  ○「姿勢」の掛け声で姿勢を正しているか日直に確認を行わせる。  授業後の気付き 

設定した役割設定した役割設定した役割設定した役割    役割役割役割役割の目標の目標の目標の目標    

●は，役割●は，役割●は，役割●は，役割に関するものに関するものに関するものに関するもの    
役割役割役割役割への評価への評価への評価への評価    

役割役割役割役割への支援への支援への支援への支援    



 



【実践事例の紹介３ 高等部】  将来目指す姿のワークシート 
 

 

 

（対象児童生徒の）将来目指す姿 ・ 企業に継続して勤務し，やりがいをもって働く。 ・ 休日などに自分で計画して外出する。 
 

 

 

（対象児童生徒の）学部卒業時の目指す姿 ・ 企業就労する。 ・ 与えられた仕事に責任をもって取り組むことができる。 ・ 公共交通機関を利用して目的地に行くことができる。 
 

 

 

現在の姿 ・ 責任ある仕事を嫌がる。 ・ 誰かのためにという思いが強く，人のために行動できる。 ・ 学校から帰宅後や休日は，家でゲームを何時間も行っている。 
 

 

（対象児童生徒に）付けたい力 ・ 集団の中で自分の役割を理解し，最後まで責任をもって取り組むことができる。 ・ 責任ある仕事をやり遂げ，自分に自信をもつ。 ・ ゲーム以外の余暇の楽しみを見つけることができる。 
 

 



○ ○ ○○ × ○○ ○ ○× ○ ○× ○ ○× × ×○ ○ ○× × ×

グループの生徒の評価による時間回数支援の回数が減ったか。作業時間が短縮されたか。

【実践事例の紹介3　高等部】    キャリア発達評価シート

メンバーからの評価
支援

グループのメンバーから評価されているか。
態度

役割設定前役割設定前役割設定前役割設定前 記録方法生徒氏名項目

話を聞くときや，自分の番でない時に待機の姿勢で待てたか。よそ見，私語，手遊びをしていないか。
指標

箒の持ち方ちりとりの使い方掃き残しの有無

２・２・３１・３・２ ２・２・１時間の計測１～４ 　16分46秒 　　16分２８秒　21分57秒役割分担して作業に取り組む 回数の計測

行動観察 ○・×
行動観察 A～D回数A…「常にできた」　B…「ほぼできた」C…「指導すればできた」　D…「できなかった」 回数の計測

適切な手順・方法で取り組む L字掃き小さい歩幅で掃く取り残しの有無集中力 ５回C

授業の実施日
　４／８ 　６／８８項目を意識して取り組めたか。 肩幅に掃く押さえ掃き記録者氏名観点

４回 ４回 ４回

6月18日

C

6月27日6月25日
４回４回 ６／８
C



○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ×○ ○ ○○ × ○○ ○ ○× × ○
9月3日

Ｂ

9月24日9月10日
０回２回　７／８ Ｂ２回Ｂ

　６／８ 　７／８
８回 ５回 ４回

メンバーからの評価
支援

グループのメンバーから評価されているか。 １～４ ３・４・４２・３・３ ２・３・４　　27分57秒 　　16分39秒 　　14分46秒
態度

作業時間が短縮されたか。
話を聞くときや，自分の番でない時に待機の姿勢で待てたか。

役割分担して作業に取り組む 支援の回数が減ったか。
グループの生徒の評価による時間 時間の計測回数A…「常にできた」　B…「ほぼできた」C…「指導すればできた」　D…「できなかった」 回数の計測

○・×
集中力
適切な手順・方法で取り組む 掃き残しの有無L字掃き８項目を意識して取り組めたか。 押さえ掃き小さい歩幅で掃く

よそ見，私語，手遊びをしていないか。取り残しの有無 回数 回数の計測

授業の実施日
肩幅に掃く

役割設定後役割設定後役割設定後役割設定後

行動観察 A～D

記録方法生徒氏名項目 指標観点
箒の持ち方ちりとりの使い方 行動観察

記録者氏名



【実践事例の紹介３ 高等部】  役割を設定した学習指導略案 学部学年 高等部 １年 授業者  教科・領域 作業学習（ビルメンテナンス） 場所 ワークルーム 日時 平成  年  月  日       校時 単元題材名 清掃をしよう① 設定した役割 グループリーダー 本時の目標 ・自分の役割を理解し，仕事内容と手順を覚える。 ・適切な声の大きさで全員に指示を出すことができる。 ・実際に各教室を清掃することで，基本を生かした清掃の方法を覚える。 準備物 自在ほうき，ちりとり，指示書，作業チェック表，報告書，評価表，リーダー点検表 学習活動 指導上の留意点 １ 号令   ２ 前時までの振り返り ① 自在ぼうき ② ちりとり      ３ グループに分かれて清掃   （Ｌ字掃き） ① グループに分かれ各場所に移動 ② 説明を聞く ③ 清掃             ４ グル—プミーティング   ５ 全体ミーティング    ６ 号令                           

○ 休憩時間との切り替えを意識できるように，規律正しい挨拶をする。【並び方：横２列】  ○ 前回の講評 ポイントを確認し，それらを意識しながら復習できるようにする。 ○ 一人ずつ自在ぼうきを持ち，ペアの動きを見て，アドバイ スしながら練習する。 ○ 二人一組でちりとりを使い，ポイントを確認しながら，動 きに慣れる。（作業チェック表）  ● メンバーを組み替えてグループを分ける。その際にグルー プリーダーを指定する。以後グループリーダーの指示に従って活動する。 ≪リーダーの仕事内容≫ 事前に紙に書いておき，確認する。  １ 指示書の確認・伝達    ２ 作業の進捗状況チェック（リーダー点検表）  ３ グループミーティングの開催   ４ 報告書・評価表の提出 ○ 部屋の隅を掃くときには，ごみの取り残しがないようにＬ 字掃きをするなどのポイントを説明しながら，見本を提示して説明する。 ○ ２グループに分かれ，各教室の清掃を行う。   グループに分かれる前に，評価表を一人一枚配る。評価表 の項目に沿って，清掃を実施している人の動きを見ること で，ポイントを意識できるようにする。 ● リーダーと作業進捗状況チェックのポイントを確認する。  ○ 清掃の評価，担当教員からのアドバイスを聞き，次回の清 掃に向けて改善案を話し合う。  ○ 本時のポイントを簡単に振り返り，意見交換する。 ● リーダーとしての仕事を果たすことができたか，評価表を基に自分で振り返り，担当教員から評価を受ける。  ○ 終わりが意識できるように規律正しく挨拶をする。【横２列】 授業後の気付き  

設定した役割設定した役割設定した役割設定した役割    役割役割役割役割の目標の目標の目標の目標    

役割役割役割役割への支援への支援への支援への支援    

役割役割役割役割への評価への評価への評価への評価    
●は，役割●は，役割●は，役割●は，役割に関するものに関するものに関するものに関するもの    

役割役割役割役割への支援への支援への支援への支援    



  


