
平成 26 年 11 月 05 日 

西 総 合 支 援 学 校

21 世紀型 ICT 教育の創造モデル事業にかかわる実践 016 

１． 教科・単元・教材など

高等部３年生 コミュニケーション・礼儀ユニット

「レポーターになって校外学習のレポートをしよう」 

２． 活用アプリ  「カメラ」による動画撮影 

３． 学習の流れと様子

本ユニットは，コミュニケーション，社会的マナー，発音発語に課題を持つ生徒たち

で編成されたユニットである。生徒たちは各自，各場所で，班長を任されたり，生徒会

で活動をするなど，積極性があり，行動力がある。だが，挨拶や姿勢など，基本的なこ

とをおろそかにしてしまうことがあるため，それらはメンバー全員の目標であり，これ

までのユニットの活動でも，正しい立ち姿勢や座り姿勢を意識し，挨拶を大きな声では

っきりと言うなど，卒業後の進路につながる取り組みを行ってきた。全員で取り組むこ

とで，お互いを注意したり褒めあうことができ，意識を高めることができた。 

そこで今回は，ユニットメンバーが校外学習の感想をレポートした姿をビデオで撮影

し，写真と合成してレポーターになりきるという課題に取り組む。実際に行った場所で，

自分が体験したことをレポートすることで，レポーターになりきり，はっきりと発語で

きると考える。文章をただ読むだけでなく，見る人が状況や感想をイメージしやすいよ

うに伝える，聞き取りやすく話す，ということを意識して取り組んでほしい。そのため

に，それぞれがレポートする姿をお互いにｉＰａｄで撮影し，撮影後すぐにその場で確

認し自分で課題を見つけて，「はっきり・ゆっくり・わかりやすく伝えられる」ように

指導していきたい。

（１）挨拶の後，生徒の顔写真入り出席簿で，代表

が出席をとる。

（２）本時の活動を指導者から聞く

（３）前回，撮影した作品を見る。

前回よりよい作品にするために，それぞれの

目標を考える。



 

（４）グループ別で読み練習。  
   友達にｉＰａｄで撮影してもらい，その映像で自分で確認しながら練習する。  

 

（５）本番の撮影。一人ずつビデオ撮影する。  

 



 

      京都市立西総合支援学校授業案 

学年ライフスタディ コミュニケーション・礼儀ユニット 

  ～レポーターになって校外学習のレポートをしよう～     
京都市立西総合支援学校 高等部 

活動グループ：  ３年ユニット（男子４名，女子４名，計８名） 

授 業 者：  ◎多々良優子 

授 業 期 間 ：  ９月２日～１１月１１日 全７回  １４時間 

本   時：  １１月４日 １３：１５～１４：３０（第５，６校時） 

１１，１２時間目／１４時間  

   
ユニット参加児童生徒の障害 

■知的障害          （  ７名  内，自閉症  ２名 ） 

■知的障害・肢体不自由重複障害（  １名 ） 

□その他           （     ） 

 

１．本ユニットで取り扱う目標（３ケース抽出） 

児童 
生徒 

短期目標 （○：ユニットの中心課題） 
    （・：取り扱う関連課題） 本ユニットで取り扱う行動目標 

Ａ 

 
 
 
・聞かれた質問に２語文以上で答える 
 
 
 
 

 
 
 
・２語文以上の感想をゆっくり丁寧に話す 
 

Ｂ 

 
 
 
・ゆっくりと１音１音を，発音する 
 
 
 
 

 
 
 
・感想を１音１音はっきりと発声し，発表する 
 

Ｃ 

 
 
 
・誰とでも嫌な顔をせず普段通りに接す   
 る 

 
 
 
・友だちの姿をビデオで撮影する 
 

 

 

 

 



 

２．ユニットについて 
（１）児童生徒について  
 Ａ： 本生徒は，ワークスタディは園芸班で活動しており，大きいシャベルで土を掘り，掘った土を

バケツに入れる作業も積極的に行うなど，体を動かす仕事が好きで，楽しく取り組んでいる。また，班

長として出席確認や反省会の司会などを任されている。班長である，という責任感を持つことで，何事

にも張り切って取り組む姿が見られるようになってきた。文字を読むことが苦手なため，出席確認時に

は写真付きの名簿を用意し，顔を確認しながら点呼を行っている。自分ひとりで名簿を見て点呼ができ

ることが，自信に繋がり，大きな声ではっきりと聞き取りやすく名前を呼ぶことができるようになって

きた。放課後には部活動(スポーツ)に参加しており，走りや球技などのハードな練習にも意欲的に参加

するなど，身体を使って活動することが好きである。人と関わることが好きで，休憩時間にはいろんな

指導者に会いに行き，自分のことを話し，伝えている。このように，何事にも積極的に取り組み，楽し

く会話することができるのだが，聞かれた質問に答えることが苦手で，主語のない単語だけで答えてし

まう。話すことは好きで，自分の話を自分のタイミングで話しかけることは多いが，話さなければなら

ない状況になると，どう答えればよいかわからなくなってしまうようである。 

友達と明るく楽しそうに話をしたり，周りの指導者とも会話を楽しむことができ，話すことが大好き

な生徒であるため，どのような場面，どんな相手であっても，自分の気持ちを伝え，互いの想いを理解

し合えるようになってほしい。卒業後，新しい環境で生活をするにあたっても，言葉でのやり取りは大

変重要なことであると考える。自分の気持ちを文章にし，読む練習を繰り返すことで，会話の中でも自

分の気持ちを文にして伝えることができる力をつけていきたい。 

 
 Ｂ：本生徒は，自分の思いを単語で相手に伝えることができる。周囲の会話を楽しんで聞いており，

冗談を言うことが好きで，機嫌が良いと「こんばんは」と言って周囲の反応を楽しんでいる。 

ワークスタディでは木工班で活動しており，鋸がスライドする治具付属の鋸ぎりで木材の寸法切断作

業をしている。指導者が治具に木を差し込んでセッティングすると，右手で鋸ぎりを握り，巧みに木を

切断することができる。本人も鋸ぎり挽きが好きで，自信を持っており，３０分間黙々と右手一本で切

り続けている。切り終わると「できた」と指導者に伝え，次の木を指導者にセッティングしてもらうと，

すぐにまた切り始める。 

普段は，明るくいつもニコニコとしており，話をするとどんなことでも「はい」と元気な声で返事を

してくれる。自分の好きな単語があり，何を質問されてもその単語を答える。周りが反応してくれる言

葉をわざと言って楽しもうとしている。 

人との関わりが好きで，歌うことや話すことが好きな生徒であるため，様々な場面で，より多くの種

類の言葉を話すことで，人と会話を楽しむことができるようになってほしい。多くの言葉をはっきりと

話すことで，相手に気持ちが伝わることの大切さを感じ，話す習慣づけを行なっていきたい。 

 

Ｃ：本生徒は，自分から様々な仕事を引き受けようとするなど，思いやりがありリーダーシップがある。

スポーツ部では厳しい練習にも弱音を吐くことなく，自分の記録に挑戦するなど，何事にも積極的に取

り組むことができる。卓球バレーでも，技術があり，チームにとって必要とされているのだが，チーム

プレイで，人が失敗をしたり，自分のプレイを注意されると，気持ちが落ち込んでしまい，活動に参加

できなくなってしまうことがある。優しく気遣いもできる生徒であるため，気分を態度に出してしまう

ことで損をすることは非常に残念なことである。今後，進路を控え，働く上で，自分の想いだけが通る

わけではないということを知り，嫌なときでも気持ちのコントロールができるようになってほしい。   

人と関わり，１つの作品を仕上げるために，良い部分，悪い部分を互いに指摘し合い，「良い作品を

作ろう」と，みんなで協力することができると考える。互いに意見を言い合い，また共感する部分を感

じることで，人とのコミュニケーションの重要性を感じ，誰とでも接することができる協調性をつけて

いきたい。 

 

 



 

（２）ユニットの設定 
本ユニットは，コミュニケーション，社会的マナー，発音発語に課題を持つ生徒たちで編成されたユ

ニットである。生徒たちは各自，各場所で，班長を任されたり，生徒会で活動をするなど，積極性があ

り，行動力がある。だが，挨拶や姿勢など，基本的なことをおろそかにしてしまうことがあるため，そ

れらはメンバー全員の目標であり，これまでのユニットの活動でも，正しい立ち姿勢や座り姿勢を意識

し，挨拶を大きな声ではっきりと言うなど，卒業後の進路につながる取り組みを行ってきた。全員で取

り組むことで，お互いを注意したり褒めあうことができ，意識を高めることができた。 

ユニットメンバーがアニメの声優としてそれぞれの役になりきり，セリフを吹き込むという課題にも

取り組んだ。見る人が聞き取りやすい言葉で話せるよう，繰り返し練習を行った。みんなが知っていて

興味のあるアニメを題材にすることによって，キャラクターになりきり，はっきりと発語しようと意識

して取り組むことができた。繰り返し取り組むことで，生徒同士でも注意し合えるようになり，「もう

少し声が大きいとよかったよ」などのアドバイスを言い合う姿が見られるようになった。また，「声が

大きくてすごくよかった」などという，褒め合う姿も見られ，互いを尊重する姿勢が生まれてきた。 

そこで今回は，ユニットメンバーが校外学習の感想をレポートした姿をビデオで撮影し，写真と合成

してレポーターになりきるという課題に取り組む。実際に行った場所で，自分が体験したことをレポー

トすることで，レポーターになりきり，はっきりと発語できると考える。文章をただ読むだけでなく，

見る人が状況や感想をイメージしやすいように伝える，聞き取りやすく話す，ということを意識して取

り組んでほしい。指導者主体ではなく，生徒同士で活動することで，苦手な人，苦手な状況の中でも積

極的に取り組む姿勢を身につけてほしい。 

一人では難しいと思われることでも，仲間と一緒に取り組み，互いに評価し合うことで，より良い作

品に仕上げようとする向上心を持ちながら，自分の課題を達成して欲しい。そして，表現する楽しさを

感じると共に，自分の“できる”を活かして役割を担う意欲や自信を高めていければと考える。 

 

 

（３）状況づくりと支援について 
＜状況づくり＞ 

・授業中に何を意識すべきかが確認ができるように，ホワイトボードに「ここを意識して取り組む」

という内容を掲示しておく。 

・指導者の言葉かけがなくても，自ら活動ができるために，本時の活動スケジュールを掲示し，授業

中の指示の言葉かけを少なくする。 

・音声を手がかりにしている生徒の為，言葉かけ支援用 ipad を用意しておく。   

・生徒同士が適切な関わりを持ちながら，集中して取り組むことができるように，活動グループを２

つに分け，場所の配置を離して設置する。 

＜支   援＞ 

・生徒同士での取り組みを大切にしたいので，できるだけ指導者は見守りの姿勢をとる。 

・生徒同士で授業を進行できるよう，まとめ役生徒には進行表を渡し，表を見て進行できるようにす

る。 

・できたことへの評価は最大限の賛辞と拍手をもって行う。また，他生徒が褒められたことで，自分

も褒められたいという意欲を引き出す為，みんなに聞こえるように褒めるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 



 

３．本ユニットの実施計画 

（１）授業実施計画 

   全１４時間（本時第１１，１２時間目） 
学習項目 内 容 状況作り及び支援の要点 時間配当 

校外学習事前学習 ・錦市場について調べる 

・錦市場までの行き方を調べる 

・錦市場で食べたい物を決める 

・予算内で食べれる物を決める 

・生徒の興味のある場所，食べ物

の写真を提示する 

・インターネットでお店を調べら

れるよう，写真に店名を写して

おく 

２時間 

校外学習 ・集合場所に現地集合する 

・事前に調べたお店を見つけ，食

品を購入し，食べる 

 

・生徒同士で現地まで行けるよう，

駅や駅出口の写真をルートに示

したものを渡しておく 

・事前に購入品を記入した用紙を

当日持参する 

２時間 

校外学習事後学習 

①  

・写真を見て振り返る 

・感想を書く 

・感想に合った写真を選ぶ 

・生徒が思い出しやすいよう，写

真を見ながら，その時の様子を

伝える 

２時間 

校外学習事後学習 

②  

・感想文暗記 

・文章読み練習 

・レポート映像撮影 

・撮影した映像をその都度チェッ

クし，自分の姿を客観的に見る 

６時間 

 

鑑賞会 

・完成作品試写会 

・感想発表 

・感想を細かく分類して記入でき

るように用紙を用意しておく 

２時間 

 



 

（２）指導計画（個別） 

児童 
生徒 行動目標  ※本時 できる状況づくりと支援 

Ａ 

① ２語文以上の決められた文章を読み上げる 
※（５，６時間目／６時間） 

 
 
② ２語文以上の感想をゆっくり丁寧に話す（ ２時間） 

・できたことを褒め，達成感を 

高める 
 
 
・文節に分けて話せるよう，表

を掲示する 
 
 

Ｂ 

① 決められた文章を１音１音はっきりと発声する       
※（５，６時間目／６時間） 

 
 

② 感想を１音１音はっきりと発声し，発表する 
（ ２時間） 

・映像，音による作業補助を用

いる 

 
 

・できたことを褒め，達成感を 

高める 

Ｃ 

① 友だちの姿を ipad で撮影する    （ ６時間） 
 
 
② 友だちの姿をビデオで撮影する 

 ※（５，６時間目／６時間） 
 

・進行表を用意する 

 

 

・できたことを褒め，達成感を 

高める 

 



４．本時の授業について

（１）本時の展開 

学習内容（項目） 児童生徒の活動 指導者の活動／支援

○挨拶・出欠確認

○本時の活動内容

確認

○前回の振り返り

○グループ別練習

○本番撮影

○片付け

○本時の学習を振

り返る

○挨 拶

・代表生徒が挨拶の号令をかける

・はっきり大きな声で挨拶をする

 （Ａ，Ｂ，Ｃ）

・代表生徒が友達の名前を呼ぶ  （Ａ）

・名前を呼ばれたら「はい」と返事をする

   （Ｂ，Ｃ）

・指導者から本時の活動を聞く

・本時の注意点を聞く

・前回撮影した作品を見る

・前回より良い作品にする為の目標を考える

・グループ別で読み練習

（Ｂ，Ｃ）・テレビの電源を入れ，セッティ

ングする

・２語文以上の決められた文章を読み上げる

（Ａ）

・決められた文章を１音１音はっきりと発声

する            （Ｂ）

・一人ずつ友だちの姿をビデオ撮影する   

（Ｃ）

・友達と協力して使用したものを片付ける

・座席を元の配置に戻す

・本時を振り返り，友達のよかったところ，

自分が頑張ったところを発表する

  （Ａ，Ｂ，Ｃ）

・代表生徒の呼びかけで終わりの挨拶をす  
る

・姿勢を正すよう指導者は言葉をか

ける

・写真付き出席簿を用意し，確認す

る度に丸を付ける

・ホワイトボードに本時の予定・注

意点を掲示する

・テレビ画面で前回作品を上映する

・グループごとに分かれて活動を進

められるように座席を区分けする

・生徒同士で進行できるよう，進行

表を用意する

・音声支援用 ipadを用意しておく

・練習が止まっている時には促しの

言葉かけをする

・撮影中は静かに待つように言葉か

けをする

・友達を誘って片付けをするように

言葉をかける

・片付けを忘れているものがある場

合は言葉かけをする  

・褒められることで達成感や自信が

持てるような言葉かけをする

・姿勢を正すように言葉をかける



 

（２）本時の評価 

Ａ 
・２語文以上の決められた文章を，読み上げることができたか 
 

Ｂ ・決められた文章を１音１音はっきりと発声できたか 
 

Ｃ ・友だちの姿を，撮影役になり，みんなが順番に基準通り撮影できるよう取りまとめられたか 

 

５．配置図 

 

 

６．授業の評価 
（自：自己評価 他：他者評価  Ａ：適切 Ｂ：どちらかといえば適切 Ｃ：どちらかといえば不適切 Ｄ：不適切） 

授業評価の観点 自 他 備 考 
適切なできる状況づくりがなされていたか    

・教材はどうだったか   

・場の構造化，物品の配置はどうか   

・支援者の配置や役割分担はどうか   

支援のあり方はどうだったか    

・支援者の話しかけや指示はどうだったか   

・教材の提示の仕方やモデルの示し方はどう 
だったか   

・子どもの様子の把握とそれに対する対応は 
どうだったか   

その他，授業者設定項目    

・個々の目標を意識させることができたか   
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ホワイトボード 

テレビ 

   
  

洗
面
台 

 




