
 京都市立西総合支援学校 研究発表会 モデルプラン授業案

中モデル⑥ 「来て見て買って！『西総合マート』」 
～居住地域で役割を担う～ 

京都市立西総合支援学校 中学部

活動グループ： 居住地域＜洛西ユニット＞ （男子３名，女子２名，計５名）

授 業 者：  ◎北田恵那 西村京子   （指導案作成者◎）

授 業 期 間 ： １月２８日～２月１８日 全４回 ８時間

本   時： １０：００～１１：３０（３，４時間目／８時間）

授 業 場 所 ： 中棟２階 中学部２年４組教室

ユニット参加児童生徒の障害

☑知的障害 （ ３名 内，自閉症 １名 ），

☑知的障害・肢体不自由重複障害（ ２名 ） 

□その他０００００００００００（０ ） 

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

○初めて会う人にも落ち着いて挨拶を
し，カードと言葉で用件を伝える

・ルールを守って，公共施設や交通機関
を利用する 

・製品が売れた時にカードを読んで金額を伝え，伝
わらない時には，カードを見せる 

・バスを利用する時に，車内では静かにする 

Ｂ

○居住地域で活動する時に，居住地域の
大人や友達の問いかけに，瞼を動かし
たり，発声したりして返答する

○スイッチを作動させたり楽器に触れて
音を出したりして，地域の方の前で発
表する

・製品を売る時や実演をする時に，友達や居住地域
の大人の言葉かけを聞いて瞼を動かしたり，発声
したりして返答する 

・ひもを引っ張ってパッキング機を動かして，居住
地域で日頃の学習を実演する 

Ｃ

○地域での活動で自分の役割を理解し

て，自ら取り組む

・「ふれあいの里」以外のバス停でも，降

りるバス停のアナウンスを聞いて（電

光掲示板を見て），降車ボタンを押す

・役割を伝えられると，自分から作業に取り掛かる

・販売時に大きな声で呼び込みをする 

・降りるバス停「境谷大橋」のアナウンスを聞いて

（電光掲示板を見て），降車ボタンを押す 



２．ユニットについて

（１）児童生徒について

 Ａ：本生徒は好奇心旺盛で，「知りたい」「学びたい」という前向きな気持ちで，どんな活動にも積

極的に取り組むことができる。自分から指導者に「やってみたい」と伝え，新しい学習内容にも取

り組む。また指導者や友達に自分から話しかけることができている。発音が不明瞭な場合もあるが，

言葉が伝わらない時は，繰り返し単語を発音したり，大きな声で一音一音話したりするなど，伝え

るために自分なりの工夫もみられる。日常的に接することが多い指導者には言い直すことで伝わる

ことが多いが，かかわりの少ない人には伝わらないことが多く，伝えるのを諦めることもある。ま

た，本生徒は長時間の運動や，集中を必要とする活動を続けると力が入りすぎて疲労が強くなり，

活動を続けることが難しくなることがある。外出の経験が少なく，活動量をコントロールできない

ため，張り切りすぎてすぐに疲れてしまう傾向にある。

そこで，学校からそれほど遠くない居住地域のよく知った場所で同じ活動を繰り返すことで，安

定して活動できる力が身につけられるのではないかと考える。このユニットで居住地域にある資源

を無理なく活用し，居住地域の人とかかわる中で，自分の思いや用件を伝えていけるようにしてい

きたい。かかわりの少ない人にも自信を持って自分の思いや用件を伝えられるようになってほしい。

日常的にかかわることが少ない人ともコミュニケーションがとれるようになるためには，発声練習

や発音練習をするとともに，メモ帳を持ち歩き，カードやメモを見て音読したりそれらを見せたり

することで確実に伝わることが増えると考える。

また，本生徒は市バスに乗る経験が少なく，乗ると嬉し過ぎて，大きな声で話し続けてしまうこ

とがある。居住地域にいくために利用する公共交通機関でのマナーも，この時に学習していく。

 Ｂ：本生徒は車椅子で生活している。楽しい雰囲気の中で音楽などの好きな活動をする場を作ると，

手を大きく動かしたり，「う～」と声を出したりする。指導者や友達からの挨拶や言葉かけを手掛

かりにして，顔や視線を動かしたり声を出したりして応える。「～したい人？」と聞かれると，手

を挙げて意思表示をすることがある。しかし気持ちが乗らない活動のときは，目をつぶって周囲の

働きかけに応えようとしないこともある。

     また，本生徒はひもを引っ張ることで号令をかけたり，挨拶をしたり，学部ワークスタディで使

う機器を動かしたりすることに取り組んでおり，言葉をかけられると手を上に挙げてスイッチを引

っ張ることができる。しかし，緊張して力が入りすぎてしまうこともある。

そこで，本人が緊張しないで動作ができるような場を作るとともに，スイッチを入れたことで周

囲からの反応が返ってくるようにしていく。楽しい雰囲気の中で役割を担い褒められることで，意

欲的に取り組む姿を増やしたい。

 Ｃ：本生徒は，身近な友達や指導者のすることを見て，さっと手伝いをする。慣れた指導者に対して

は，自分の思いを伝えたり，支援を求めたりすることもできる。しかし自信がないことや，初めて

することは挑戦することを諦めてしまうことがある。またかかわりが少ない人には自分の気持ちや

言わなければいけないことを伝えることができないことがある。これは上手くできないのではない

か，伝わらないのではないかという気持ちがあるためではないかと思われる。褒められると意欲的

に取り組み，自己評価をすることで積極的に役割を担える生徒なので，本人が慣れていることでで

きる状況を作り，大いに褒めることで自分から取り組むことができると考える。



また，本生徒は将来公共交通機関を利用して，一人で移動できることを目指している。「ふれあ

いの里」では自分から降車ボタンを押すので，将来のことも考えて，いくつかのバス停で降車ボタ

ンを押せるようになってほしい。そこでこのユニットでは市バスを利用するという場面を作り，降

車ボタンを押すという課題に取り組んでいく。

居住地域で，得意なことを活かして役割を担うことを積み重ねる中で，自信を持ち，居住地域の

人とかかわりながら豊かに過ごしてほしい。

（２）ユニットの設定

本ユニットは，新林，大原野の洛西地域に居住している生徒で構成されたユニットである。居住地域

にある公共施設を利用して得意なことで地域の人と交流したり，自分にできることを見つけて自ら役割

を担ったりすることを共通の課題としている。

どの生徒も音楽が好きで，絵を描くことが得意な生徒が多い。手先が器用で針仕事が得意な生徒もい

る。クラススタディや学年ライフスダディで手話を使った歌を練習してきている生徒も多い。ワークス

タディではそれぞれの班で自分の「できること」を発揮して，役割を担う経験を積んできている。

そこで，居住地域にある大型商業施設で行われる西総合作品展で地域の人たちに自分たちの芸術作品

を知ってもらうための宣伝を行うとともに，校内で製作したワークスタディの製品の販売を行うことに

した。

 作品展の宣伝では得意なことを発揮して，パソコンで文字を打ったり，字を書いたり絵を描いたり花

を作ったりして，宣伝用の看板や飾りを作る。自分たちで作ったものを宣伝に使用しおそろいの衣装を

着用することで，生徒は当日の宣伝活動に意欲的に取り組めるだろう。また，手話を使って校歌を歌う

ことや，ワークスタディ製品ができる過程の簡単な新聞を作って掲示することで，地域の人に自分たち

や西総合支援学校のことを知ってもらえるだろうと考える。

 ワークスタディ製品の販売は校内や地域の祭りなどで既に経験している。挨拶やものの受け渡し，言

葉でのやりとりなど日常の学習で取り組んでいることを，地域の人たちを相手に実践したい。困ったと

きに指導者に支援を求めて安心して活動することで，居住地の人ともコミュニケーションをとっていけ

るようになってほしいと考える。

生徒が得意なことで活動する姿を地域の人たちに知ってもらい，生徒が今後地域で活動する際の手助

けや支えがさらに拡がるきっかけになることを期待したい。

（３）状況づくりと支援について

＜状況づくり＞ 

・その日の活動を理解しやすいように，生徒が記入したスケジュールカードを黒板に貼る  

・作品展のイメージを持てるように，右京区総合庁舎で行われた作品展の写真を提示する  

・ワークスタディ製品の販売をした時の写真も提示して，思い出せるようにする  

・看板やプラカードの文字を書きやすいように，下書きをしておく  

・押して切れるように，片手用ハサミを用意しておく  

・お花紙で花が作りやすいように，補助具を用意しておく  

・生徒が意欲的に宣伝に取り組めるように，衣装を用意する  

・実践的な練習ができるように，実物の製品と値段カードを用意する  

・呼び込みの時に言いやすいように，言い方を書いた文字カードを用意しておく  



・タオルを袋に入れると音声が出るように，パッキング機にＶＯＣＡを据え付けたり，場面に応じて言

葉を入れ替えたりする  

・自分の活動を客観的に見るために，呼び込みや接客の練習の様子を動画で撮って，テレビで映す  

＜支援＞ 

・モデルとなるように，生徒たちと一緒に指導者も呼び込みや接客の練習をする  

・雰囲気を盛り上げるために，指導者も宣伝や販売の時も一緒に呼び込みをする  

・支援が求められるように，生徒が困っている時には，「どうしたの？」と言葉をかける  

・積極的に声を出したり，手を動かしたりするなど進んで役割を担う姿が見られた時には，大いに褒め

る  

３．本ユニットの実施計画

（１）授業実施計画

   全８時間（本時第３，４時間目）

学習項目 内 容 状況づくり及び支援の要点 時間配当

作品展の宣伝物

を作る

西総合マート

の運営の練習

をする

○作品展について知る 

・写真を見て作品展のイメージを持

つ 

○看板やワークスタディ新聞，プラ

カード，飾りを作る 

・模造紙に字や絵を書く（描く）

・パソコンで文字を打って，印刷し

た文字を貼る 

・お花紙や紙テープで飾りを作る

○衣装を作る

・蝶ネクタイを作る

○発表会をする 

・作った看板や新聞，プラカード，

飾りを見せて，頑張ったことや工

夫したことや発表する 

○西総合マートの運営について知

る 

・写真を見て，その時の活動を思い

出す 

○販売する製品について知る 

・自分の所属するワークスタディの

製品を友達に紹介する 

・右京区総合庁舎で行われた作品

展の写真をテレビに映す

・文字の見本を提示する 

・文字の大きさがわかるように○

を書いておく 

・打つ文字を紙に書いて提示する

・花作り器の使い方の見本を提示

する 

・写真や文字で手順書を提示する

・生徒が使いやすいハサミの片手

押し用，左手用を用意する 

・布を同じ大きさに切っておく 

・縫う箇所に印をつけておく 

・どの活動を頑張ったか写真カー

ドで選択できるようにする 

・言葉が不明瞭な時は「もう

一度言ってください」と言

葉かけをする 

・それぞれのワークスタディ製品

販売の時の写真をテレビに映す

・ＶＯＣＡに言葉を入れてお

 く

６時間



○接客の練習をする 

・挨拶や呼び込みの練習をする

・販売の練習をする 

○作品展の呼び込みと手話歌の練

習をする 

・作品展の呼び込みをすることを知

り，練習をする 

・ビデオを見て，手話の練習する

○実演の練習をする 

・ひもを引っ張って，パッキングを

する 

○反省会をする
・動画で自分の接客を見て，頑
張ったことを発表する 

・次回の宣伝・販売の役割を知る

・指導者が客役になる  

・聞かれたことがわからなかった

時のために「もう一度言ってく

ださい」などの文字カードを準

備しておく  

・呼び込みのセリフを書いたカー

ドを用意する  

・別の場面でも練習しておく  

・パッキング機が上手く動くよう

に，ひもの位置や長さを調節す

る  

・接客の練習の様子を動画で撮っ

ておく  

・写真カードを使って役割を伝え

る 

西総合マート
を運営する

○市バスに乗って会場に行く  

○役割を確認する  

・写真カードを見て，自分の役割を

確認する  

○挨拶や呼び込みをする  

・大きな声で呼び込みをする  

・手話をしながら校歌を歌う  

○製品の販売をする  

・商品の金額を言う  

・代金をもらい，おつりと商品を渡

す  

○製品の袋詰めの実演をする  

・ひもを引っ張って，パッキングを

する  

○市バスに乗って学校に帰る 

・車内では静かにすることを伝え

ておく  

・降車するバス停を伝えておく 

・校内での練習の様子を写真カー

ドにしておく 

・一緒に呼び込みをして，雰囲気

を盛り上げる  

・金額を書いたカードを用意して

おく  

・複数の商品を買ってもらった時

は，ホワイトボードに合計の金

額を書く  

・お金やおつりの管理は指導者が

行う  

・「もう一度言ってください」など

の文字カードを準備しておく 

・ＶＯＣＡに威勢の良い言葉を入

れて，タオルが袋に入ったとき

に流れるようにしておく  

・車内では静かにすることを伝え

ておく  

・降車するバス停を伝えておく 

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

◇製品が売れた時にカードを読んで金額を伝え，伝わらない時

には，カードを見せる  

①カードを読んで金額を伝え，カードを見せる練習をする 

                ※（３，４時間目／６時間）

②製品が売れた時にカードを読んで金額を伝え，伝わらない時

には，カードを見せる           （ １時間）

◇バスを利用する時に，車内では静かにする  

①バスを利用する時に，指導者から言葉かけをされると静かに

する                       （０．５時間）

②バスを利用する時に，車内では静かにする  

                      （０．５時間）

・金額を書いたカードを準備す

る  

・複数の商品を買ってもらった

時は，ホワイトボードに合計

の金額を書く 

・朝学習の時間にも金額を読む

練習をしておく  

・乗車前に静かにするように言

葉をかける  

・大きな声を出すときは，周囲

に迷惑がかかることを伝える

Ｂ

◇製品が売れた時や実演をする時に，瞼を動かしたり，発声し

たりして返答する 

①練習をする時に，指導者から言葉をかけられると，瞼を動か

したり，発声したりして返答する     

※（３，４時間目／６時間）

②製品が売れた時や実演をする時に，瞼を動かしたり，発声し

たりして返答する             （ １時間）

◇ひもを引っ張ってパッキング機を動かして，居住地域で日頃

の学習を実演する 

①指導者や友達の言葉かけでひもを引っ張ってパッキング機

を動かして，実演の練習をする 

※（３，４時間目／６時間）

②ひもを引っ張ってパッキング機を動かして，居住地域で日頃

の学習を実演する （ １時間）

・今はどういう場面で何をする

のかを耳元で言う 

・返答できていない時は，手を

握ったり肩を叩いたりして，

言葉かけをする 

・製品が売れた時は，「売れた

ね」「やった」などと言葉をか

け，製品が売れたことを伝え

る 

・「ワークスタディの時のかっこ

いい姿を見せてね」と言葉を

かける 

・ひもを引っ張るまでに時間が

かかる時は，指導者が一緒に

手添えで引っ張って，引っ張

る役割をすることを再度伝え

る 



Ｃ

◇役割を伝えられると，自分から作業に取り掛かる 

①看板，新聞，プラカードや飾り作りの時，自分から作業に取

り掛かる           ※（３，４時間目／６時間）

②当日の販売の時に，自分から役割をする場所に行く 

                      （ ２時間）

◇販売時に大きな声で呼び込みをする 

①大きな声で呼び込みの練習をする

         ※（３，４時間目／６時間）

②販売時に大きな声で呼び込みをする     （ １時間）

◇降りるバス停「境谷大橋」のアナウンスを聞いて（電光掲示

板を見て），降車ボタンを押す 

                      （ １時間）

・活動を始める前に，作り方や

必要な道具の場所を伝えてお

く 

・活動を始める前に「わからな

いことがあるときは言ってく

ださい」と伝えておく 

・当日の役割（前半，後半），場

所を伝えておく 

・指導者が見本を提示する 

・自分の声の大きさがわかるよ

うにタブレット端末で撮影

し，テレビに映す 

・乗車前に降車するバス停を伝

え，降車するバス停の写真を

渡す 

・電光掲示板の写真を用意する

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

始めの会 

・挨拶 

・本時の内容の確認

看板，新聞，プラカ

ードの飾り作り 

・プリンタの貸出

・ワークスタディ新

聞の文字打込み，

印刷 

・花作り 

・輪飾り作り 

・絵を描く 

販売の練習 

・呼び込み 

○始めの会をする  

・「起立，気を付け，礼，お願いします」と

号令をする                      （Ａ）

・本時の活動（飾り作り，新聞作り，呼び

込みと販売の練習）や役割を確認する 

○役割に従って，活動に取り組む  

・第二職員室に行き，言葉で伝わらないとき

はカードを見せてプリンタを借りる  

           （Ａ）

・見本を見て，紹介文を打ち込む  

・正確に打てているか自分で読みなおして

確認し，印刷をする  

・お花紙を折る道具を使って，花を作る 

                 （Ａ）

・押して切るはさみを使って輪飾り用の紙

を切る               

（Ｂ） 

・プラカード用の絵を描く     （Ｃ）

・「いらっしゃいませ」と大きな声で言う

               （Ａ，Ｃ）

・はっきり言うように言葉かけをす

る  

・写真カード，文字カードで前半の

活動，後半の活動を提示する  

・それぞれの役割がわかるように，

活動写真の下に名前を書く  

・活動の見本を見せる  

・「プリンタかしてください」と記入

したカードを準備しておく  

・見本の紹介文を準備する  

・事前に，困ったときは伝えるよう

に言葉かけをしておく  

・本人の力が入るようにはさみを設

置して言葉をかける  

・文字や絵をどのように入れたいの

かを聞いて話し合う  

・指導者が見本を提示する



（２）本時の評価

Ａ
・カードを読んで金額を伝え，カードを見せられたか

Ｂ

・練習時に友達や指導者から言葉をかけられると，瞼を動かしたり，発声したりして返答した

か

・指導者や友達の言葉かけでひもを引っ張ってパッキング機器を動かして，実演できたか

Ｃ
・看板や新聞，プラカード作りのとき，自分から作業に取り掛かることができたか

・大きな声で呼び込みの練習ができたか

５．配置図

             出入口              出入口

     看板，新聞，プラカードの飾り作り          販売の練習 

・販売 

・ワークスタディ製

品袋詰めの実演

展示の宣伝の練習

次回の活動内容の

確認 

・客役をする           （Ｂ）

・タブレット端末で撮影した呼び込みの様

子を見て振り返る        

・声の大きさや発音に気をつけて，「いらっ

しゃいませ」と言う     （Ａ，Ｃ）

・渡された商品の金額を言葉で伝え，金額

が書かれたカードを見せる    （Ａ）

・客役をする           （Ｂ）

・商品を渡す   

・「ありがとうございました」と言う 

（Ｃ）

・ひもを引っ張ってパッキング機器を

動かす           （Ｂ）

・客役をし，Ｂに言葉をかける  

（Ａ，Ｃ）

・校歌を歌いながら，手話をする 

・次回の活動内容を聞く 

・客役の支援をする  

・確認するために呼び込みの様子を

タブレット端末で撮影しておく 

・大きな声を出せているときは，ほ

める 

・金額をカードに書く  

・客役の支援をする  

・「引っ張ってください」と言葉を

かける  

・「何ができるんかな？」などと一

緒に言葉をかける  

・手話の動画をテレビで提示する 

・活動内容を伝える 

机

机

机

テ

レ

ビ
机

ＰＣ

机机

机

テ

レ

ビ

ロッカー ロッカー

机 机

Ａ

Ｃ Ｂ

ロッカーロッカー

Ａ

Ｂ
Ｃ



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

・生徒の主体性や活動への意欲を引き出すこと

ができていたか


