
資料２：生活単元学習指導案

○○中学校○○学級 生活単元学習活動案

１．単元名「秋の自然を楽しもう」 ～リース教室を開こう～

２．生徒の実態

年・氏名 年 Ａ 年 Ｂ

障害など 自閉症・知的障害 自閉症・知的障害

コミュニ ○話す・見せるなど、相手を意識して ○よく話ができる。教師を中心にあい

ケーショ 行動することが苦手である。 さつしたり、話しかけたりして、関わ

ン・行動 ○長い文章で話すのは苦手で、１～２ りをもつことができる。

の特徴な 語文で会話することが多い。話しかけ ○人との会話は、内容が自分の関心の

ど られたことに対して、オウム返しにく あることにいてはスムーズにできる。

り返す（エコラリア）ことがある。 関心のないことについて適切な受け答

○言葉の意味を聞き取ることが苦手な えをすることは難しい。

ので、質問や指示の意味がつかめなく ○相手に向けて物を見せるなどの相手

て、答えたり、行動したりできないこ を意識した行動は苦手である。

とが多い。言葉による指示ではなく、 ○指示されたことがわからないとき、

友達の行動を見て、同じように行動し 聞き返せるようになってきた。

ていることが多い。

、 。学習につ ○計算力が高い。筆算でだいたい正確 ○計算力が非常に高く 正確にできる

いて に計算できる。 ○漢字がたくさん書ける。図形的に覚

○音感がよく、歌を正確に歌える。 えているようで、筆順はまちまちであ

○漢字がたくさん書ける。筆順も正確 る。

である。 ○話に夢中になり、学習や活動がしっ

○ローマ字、英単語が好きで、書いた かりできないことがある。

り言ったりする。

生活単元 ○初めての活動は戸惑うが、繰り返す ○いろいろな活動に意欲をもち、楽し

学習・作 うちに見通しをもてるようになる。 みながら取り組める。

業学習に ○手先が器用である。包丁で野菜を切 ○慣れてくるとアドリブを入れながら

関わって ったり、絵を描いたり、ハサミで紙を 活動することができる。

切ったりすることが速くできる。 ○指先を使う細かい作業は苦手である

○丁寧に仕事をしたり、力をこめて物 が、慎重に時間をかけて取り組める。

を作ったりすることは苦手である。 ○作業の手順などをある程度見通しを

○きれいな物や良い物を作ろうとする もって取り組める。わからなくなると

気持ちをもって工夫することは苦手で 質問したり、掲示物などで振り返った

ある。 りして考えることができる。

、 。 、２人とも自閉症であるが 穏やかな性格である 耳からの情報を理解することが苦手なので

何かの指示をされたときに、その通りに行動できないことが多い。しかし、社会の中では、言

葉によるコミュニケーションが重要なので、言葉による指示を意識的に行っている。毎日の生

活の中で、相手の言っていることに注意を向けるという姿勢ができてくることを願っている。

Ｂの方が活動的で、よく声を出し、先に行動するので、Ａはそれに追従する姿が多く見られ

る。Ａの方が早くできるときでも、Ｂを待ち、Ｂが始めるのを見てから行動することが多い。

何か指示をされたとき、２人とも聞いて判断することは苦手なので、Ｂが間違えると、それを

見て行動するＡも間違えることになる。そのため、Ａが自分の耳で言葉を聞き、判断して行動

、 、 。 、「 、しているのか Ｂの行動を見て行動しているのか わからないことがある そのため ○○君

□□をしてください と個別に指示を出したり 別々の課題を出したりして取り組む活動を取。」 、

り入れている。



３．題材について

障害のある生徒が成長して大人になったとき、自分の住む地域の中で楽しい生活を送ってほ

。 、 、しいと願っている 現在は家族と共に生活し 生活の中の多くの部分を家族に依存しているが

将来、自立した生活ができることを目指していくことが大切だと考えている。そのため、将来

一人で生活していく場面を想定し、生活に役立つような内容を取り入れて学習を進めていくこ

とが必要だと考えている。そして、一人で生活していくためには、生活の中で多くのことを自

分一人でできることが大切になってくる。その中身として、次の３つの能力を高めていくこと

が自立して生活するために必要だと考えている。

①自分の身のまわりのことを自分でできる。

②まわりの人とつきあっていくことができる。

③仕事をして収入を得ることができる。

中学校の学習としておおまかに分けると、生活単元学習で①に関わることを重視して取り組

み、作業学習で③に関わることを重視して取り組んでいる。②の対人関係やコミュニケーショ

ンについては、２人の生徒が特に苦手としている分野なので、すべての学習活動の中で意識し

て取り組んでいる。

○生活単元学習について

□□学級の生活単元学習では、買い物をしたり、乗り物に乗ったりなど、

・社会生活の中で必要となること ・行事などに関わる取り組み。

・畑での野菜作りと調理 ・健康や安全に関わること

などを題材として取り組んでいる。

その中で大切にしていることは 将来自立して生活をするときに必要となる力 である 例、「 」 。

えば 材料を買ってきて食事を作って食べる とか バスや電車に乗って出かける といった、「 」 「 」

場面を想定して、それに関わる要素を取り出して学校内で練習し、そして実際に体験してみる

という活動を繰り返している。

６月の「レストランで話そう」では、飲食店に入って食べ物を注文し、代金を支払うという

活動を、客の側、店の側の両方を練習し、物の売買の仕組みを理解し、相手を意識してスムー

ズに受け答えることに取り組んだ。言葉による理解と同様に相手を意識して行動することも苦

手としている。校外学習や乗り物学習では、運転士に見えるように療育手帳を提示することが

難しく、何度も練習をしてできるようになった。学習の中では、プリントや作品ができたとき

、 、 「 。 。」に 待っていたり 何も言わないで差し出すことが多かったので できました 見てください

と声をかけ、教師に見えるように差し出すことに取り組んでいる。

○本時について

・リース教室

今回は、普段と少し違って教室にお客さんを迎えるので、人を意識したり、人と関わる良い

機会である そこで ○○教室 という形を取ることにした 前半の説明をする場面では お。 、「 」 。 、

客さんを前に発表する形で行い。後半の製作する場面では、１対１で接して会話ができるよう

に考えた。ここでは、聞いている人を意識し 「わかりやすく」するために 「声の大きさ」と、 、

「体や物の向き」に気をつけて説明をすることで、相手を意識した行動を具体的に体験させた

い。

・役割分担

Ａは指先が器用であり、調理での包丁さばきやハサミで紙を切る手つきがなめらかである。

Ｂは、指先は不器用でぎこちない所があるが、会話ができ、自分の知っている事を説明するこ

とが好きである。そこで、本時の活動の中で、Ａにはひもをリースに付ける役割をもたせ、Ｂ

にはできたリースを写真に撮る役割をもたせたい。

また、作り方を説明する場面でも、説明と実演に分かれ、相手の言葉や動作に合わせて行動

する練習を行いたい。そして、それぞれの役割を交代しないで取り組み、自分で考えて工夫す

るという意識をもたせたい。



４．目標

・季節によって風景や草木が変化することに気付く。

・公園や野山へ行き、落ち葉や木の実などを見つけられる。

・写真立てやリースなどの秋の作品作りを通して、いくつかの条件を意識しながら製作する

ことを身に付ける。

・きれいな物や良い物を作ろうとする意識をもてるようにする。

・集中して根気強く製作に取り組むことができる。

・ 見てください」とか「教えてください」といった言葉を自分から言えるようにする。「

、 、 。・相手を意識し 声の大きさや体の向きに気をつけて話したり 見せたりすることができる

・質問されたことを考え、自分の知っていることを答えられる。

５．単元指導計画 「秋の自然を楽しもう」 ：個人の目標 全２１時間AB

ねらい 学習活動

第 木の実、果物、赤くなった葉など、秋B

１ らしいものを見つけることができる。 秋を見つけよう

次 落ちている木の実などを見つけたAB

ら、拾って持ち帰る。 ・学校のまわりを散策し、風景や草花で秋

３ 花や果物の名前を聞いて、覚えること らしいものを見つける。B

時 ができる。 ・秋の特徴となる草花や木の実などについ

間 て知る。

第 自分で木の実を見つけ、拾うことがAB

２ できる。 木の実や落ち葉を集めよう

次 落ちている木の実の中から、きれいなA

４ ものを選んで拾うことができる。 ・学校の近くへ出かけ、自然の多い場所で

時 たくさん拾おうと意欲がもてる。 木の実や落ち葉などを拾ってくる。B

（ ）間 校外学習等でも機会を見つけて拾う

第 拾ってきた木の実などを使って、バAB

３ ランスよく写真立てやリースの飾りを付 秋の作品を作ろう①

次 ける。

４ 作品の上下を意識して作る。 ・拾ってきた木の実や落ち葉を使って写真A

時 どんな飾りにするのか、全体の付け方 立てやリースなどの小物を作る。B

間 を確認してから接着することができる。

第 お客さんに教えることに意欲をもっAB

４ て取り組む。 リース教室を開こう 本時６／６

次 相手に対して見やすいように体やリAB

ースの向きを考えて説明できる。 ・リースの作り方を文章にまとめる。

６ 声の大きさを一定にするように気をつ ・お客さんを想定して説明の練習をする。A

時 けて話すことができる。 ・自分の役割を意識し、練習して取り組む

間 落ち着いて練習や説明ができる。 ことができる。B

第 リース教室での作品の良いところをAB

５ 見つけ、それを取り入れた作品を作ろう 秋の作品を作ろう②

次 と意欲をもつことができる。

作品の上と下を意識して飾りを付けて ・いろんな人の作品を参考にして自分の好A

４ 作ることができる。 きな物を作る。

時 写真を見ながら良いところを見つけるB

間 ことができる。

※作業学習との関わり

本単元で作品として作った写真立てやリースを発展させ、作業学習で行う小物販売の商品と

して製作する。これまで作業学習で製作したトールペイントと合わせて販売する予定である。



６．本時のねらい

○リースの作り方を一定の大きさの声でわかりやすく説明ができる。

○お客さんから見えるように、向きを考えて作り方を実演することができる。

○お客さんに声をかけ、自分の分担の仕事をていねいに行うことができる。

○お客さんの質問や話をよく聞いて、関わりのあることを話すことができる。

７．本時の展開

学 習 活 動 生徒の活動と予想される姿 支援・留意点

Ａ Ｂ

お客さんに座ってもら

うように声をかける。

１あいさつ 日直のあいさつをする これまで取り組

２今日のめあてを確 お客さんににわかりやすく説明しよう んできた目標を

認する。 ～はっきり話す、見やすい向きで～ 掲示する。

３リースの作り方を リースの作り方を、自 Ａの説明を聞きなが 大きく見やすい

。説明する 分の作った説明原稿に ら、説明に合わせて、 材料を用意する

沿って説明する。 実演する。

Ｂの動きを確認しなが

ら進める。

４リース作り 余分のつるをのこぎり 木の実の名前や取って リース作りの手

しばらくリース作り で切る。 きた場所を教える。 伝いができるよ

。の手伝いや説明など きれいなかざりを選ん つるのねじり方を教え うに声をかける

をする。 で渡す。 る。

自分の役割の場所へ ひも係の場所へ行き、 写真係の場所へ行き、 状況を見て、係

行き、仕事をする。 できたリースにひもを 完成したリースを写真 の場所へ行くよ

。付ける。 に撮る。 うに声をかける

自分からお客さんに質 自分からお客さんに話 答えられない質

問してひもを付ける。 しかける。 問について援助

する。

５今日の振り返りを ・教師の質問に答えな ・教師の質問に答えな ・これまでの取

する。 がら、自分の活動を振 がら、自分の活動を振 り組みも含め、

り返る。 り返る。 がんばったこと

を評価する。

道具、材料などの準備

、 、 、 、 、 、 、ホットボンド はさみ ペンチ のこぎり 延長コード 藤などのつる ヒイラギの葉

木の実（松ぼっくり、どんぐり、ヤシャブシなど 、落ち葉、ドライフラワーなど）


