
 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

高モデル⑦「料理人への道。オリジナルレシピを携えて」 
～自分のすることが分かり，一人で活動する～ 

京都市立西総合支援学校 高等部

活動グループ： １年生活③ユニット（男子４名，女子４名，計８名）

授 業 者：  ◎白市純也 中林典子  （指導案作成者◎）

授 業 期 間 ：  １１月１８日～２月１０日 全９回 ２０時間

本   時：  １０：４５～１１：３０ １５時間目／２０時間

授 業 場 所 ：  西棟２階 調理室（小）

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

○インターネットなどを使い，自分に必

要な情報を手に入れる

○料理のレシピを見ながら，料理を作る

・調理に必要な動画を検索するための検索ワードを

考え，インターネットで検索する 

・自分で作ったレシピを見ながら調理をする

Ｂ

○調理に必要な材料を量ったり，混ぜた

りして調理の一部分を担う

・水の量を量ったり，小麦粉や卵を混ぜたりして調

理の一部分を担う

Ｃ

○担当する係の仕事を最後までやり遂げ

る

○困った時に指導者に支援を求める

・調理器具や食器の準備，食材を混ぜるなどの作業

を担う 

・作業中，困った時に指導者に支援を求める



２．ユニットについて

（１）児童生徒について

 Ａ：家庭での手伝いをよく行い，洗濯，アイロンがけ，買い物などを一人で行う。また，うどんを茹 

でて作ったり，カレーを作ったりするなどの簡単な調理も行う。このような日常生活の中で繰り返

し行うことについては，手順を覚え，最初から最後まで丁寧にやりきることができる生徒である。

また，新しく行うことに関しては，最初はどのように行なっていいのかがわからず，戸惑うことも

あるが，指導者がそばにつき，繰り返し学習する中で手順を覚えると，指導者が支援をフェードア

ウトしていっても一人で最後までやりきるようになる。現在では最後までやりきることを自分の役

割として認識し，自信を持って行なっている。 

クラススタディでは，調べ学習を行っている。卒業後，自立した生活をしていくために，自分で

わからないことを調べ，解決するということが必要になると考える。その調べ学習の中で，本人の

好きな野球について，自分の好きな球団の試合結果をパソコンで調べた時には，とても意欲的に学

習し，家庭でも調べ学習が楽しいという話をしていた。さらに，校外学習の経路や学習に必要な画

像を検索するという学習も行なった。校外学習では，調べた経路のメモを見ながら，周りの友達に

言葉かけをして，目的地に向かうといったように調べた内容を活用する経験を積むことができた。 

こういった姿があることから，今後の生活の中でも特に必要性の高い調理について，自分で調べ

て作れるレシピを増やしたいと考えた。また，オリジナルレシピを自分で調べて作ったという達成

感を感じるとともに，分からないことを自分で調べられるということを理解し，自ら課題解決に向

えるようになって欲しい。このことが，本人の自信となり，これから先，より自分で考え，自分で

選択し，自立した生活に繋がると考える。

 Ｂ：最初は指導者が一緒にやらないとやろうとしなかった活動の準備も，毎日の取組の中で一人でで

きるようになってきて，習慣化したものがいくつかある。例えば，給食前には，必ず全員分の机を

給食の配置に並びかえたり，ワークスタディの前には，言葉かけをしなくても必要なものを自ら用

意したりするようになった。また，指導者と一緒に行っていた更衣室へも何度か一緒に行くことを

繰り返すことで，一人で行って帰ってくるようになっている。これまでは，指導者と一緒に何かを

したり，移動したりすることが多かった本人にとって，一人でできることが増えてきていることは，

自信になってきている様子が見られる。「できたで」「一人で行ったで」と必ず終わった後に担任 

に伝え，それを担任が褒めたり，感謝の言葉を言ったりすると，嬉しそうに笑顔を見せる。また，

そういった変化を周りの指導者も気づき言葉をかけるので，いつもと違う活動場所でも自信を持っ

て取り組む姿が見られるようになってきた。 

これらのことから，一人でできることを増やすことが，本人の自信となり，他の様々な場面でも

「やってみよう」という思いが引き出していけると考える。また，学校生活でできるようになった

ことを，家庭生活でもできるようにしていくことで，一番身近な家族に感謝され，より自分らしく

生活することになると考える。それは，卒業後の生活の幅が拡がるとともに，生活の質の向上に繋

がると考える。

 Ｃ：自分のやることがわかっていると積極的に活動する生徒である。そのため，これまでに何度も取

り組んできた活動では，自分の役割を認識し，自信を持って行う様子が伺える。例えば，毎日行な

っている朝の会や終わりの会では，司会の順番が回ってくると，とても大きな声で自信を持って進



行している。また，人が好きで，友達や指導者とかかわって活動することを好む。友達や指導者に

物を届ける活動を頼んだ時は，いきいきと嬉しそうに活動に向かう姿が見られた。一方で，あまり

取り組んだことがなく，内容を理解することが難しい時に，内容の説明を聞いて「わかりました」

と答えるが，やり方がわからずに手が止まってしまうことがある。事前に「困った時は言ってね」

と言葉かけをしても，慣れない場では自分から指導者に尋ねることは少ない。しかし，ワークスタ

ディでは，最初に言葉かけをしておくことで，困った時に「手伝ってください」と言うことができ

るようになってきている。ワークスタディ以外の時間でも，そういった姿を引き出すために，同様

の取組を行なっている。そうすることで，最近は，困っている様子の時に指導者が近くにいけば，

自分から支援を求めることが増えてきた。

これらのことから，繰り返しの活動や，分かりやすく，意欲的に向かえる活動に取り組むことで，

一人で最後までやり遂げる姿が引き出されていくと考える。さらに，困った時に助けを求めること

で，一人で役割を果たす場面が増えていき，自己肯定感を高めることができると考える。そのこと

が，卒業後の生活でも人とのかかわりをさらに拡げ，本人にとってよりよい生活を送ることに繋が

ると考えている。

（２）ユニットの設定

本ユニットは，身の周りのことを一人で行なったり，生活の中で役割を果たしたりしながら，一人で

または家族の一員として生活をしていく力を身につけることを目標とした生徒で構成されたユニット

である。

生徒たちは，これまでに培ってきた力を多く持ち，指導者がそばにいる状況の中では，その力を十分

に発揮することができる。また，一人でも，何度も同じ活動を行い，経験を積み重ねることで，徐々に

力を発揮するようになってきている。そこで，これまでの活動では，本人たちが持っている力で十分に

達成可能と考えられる活動内容を設定し，取組を重ねることで，自分一人でも力を発揮し，活動できる

ことを増やすようにしてきた。また，本人たちが理解しやすいように，手順書を作成したり，視覚的な

支援を活用したりすることで，スムーズに活動を行えるように配慮してきた。こういった取組の中で，

自分たちの力を発揮し，一人でも意欲的に活動しようとする生徒が増えてきている。自分一人で意欲的

に活動することは，本人たちの自信に繋がり，学校生活の中で楽しそうに生き生きと過ごす姿もよく見

られるようになってきた。家庭では，家事の手伝いをたくさんしている生徒からそうでない生徒までい

るが，どの生徒にとっても，新しい家事ができるようになり，手伝えることが増えれば，家庭での存在

価値が高まり，家庭でも学校でもさらに自分らしく過ごす姿が増えるのではないかと考える。

本ユニットでは，卒業後の生活を見据え，家庭での生活・手伝いに直接つながるように調理をすると

いう場面を設定した。メニューについても，日常的に食卓に並ぶレシピに取り組むことで，家庭でもす

ぐに実践できるようにしたいと考えた。それぞれの生徒が一人で，もしくは必要な支援を自ら求めて最

後までやりきれる内容を，それぞれが選んだ調理方法や具材のオリジナルレシピに従いながら活動をし

ていく。自分で手順書を確認し，必要な時には支援を求めながら活動をすることで，一人でできること

が増えた，一人で活動をやりきったという思いがさらに育ち，本人たちの自信に繋がる。やがて，自分

でできることを身近な家庭の食卓と言う場で発揮していけるようになってほしいと考える。



（３）状況づくりと支援について

<状況づくり> 

・インターネット検索をするための手順書は，本人の実態に合わせて，文字を入れたり，写真と目印だ

けで作ったりするなど，内容を精選する 

・調理に必要な材料や調理の仕方が理解しやすいように，生徒の実態に合わせてレンジを使った簡単な

作り方とフライパンやホットプレートなどを使った作り方の２パターンを用意する 

・少ない支援や自分たちの力だけで調理できるように，必要に応じてレシピには写真を貼り付ける 

・必要な生徒には，卵やバターを混ぜる際にボウルの下に滑り止めを準備しておく 

・自ら支援を求めることができるように，「手伝ってマーク」をレシピに入れる 

・完成のイメージが持ちやすいようにレシピの見本を作って示しておく 

・イメージがわきやすいように動画や写真を使って，学習の振り返りや説明を行う 

・安全面に配慮し，包丁を使う場所などをテープで区切る 

<支援> 

・イメージが持ちやすいように，必要に応じて指導者が実演する 

・全体に手本を見せた後，必要に応じて個別にも手本を見せる 

・一人で作業を進めることが可能な生徒は，離れて見守り，自分の力で作業に取り組むようにする 

・困った時は，指導者に支援を求めるように言葉かけをしたり，レシピの中の「手伝ってマーク」を指

さしたりする 

・指導者が近づいたり，目を合わせたりして支援を求めやすいようにする 

・生徒が包丁を使う際は，一人の指導者が必ず近くに付く 



３．本ユニットの実施計画

（１）授業実施計画

   全２０時間（本時第１５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

○お好み焼き 

事前学習 

調理実習

・個別のレシピに従い，野菜を切っ

たり，材料の量や重さを量った

り，混ぜ合わせたりして，お好み

焼きを作る工程の練習をする 

・自分のレシピに従い，自分た

ちでお好み焼きを作る

・生徒の実態に合わせて，文字の

説明を入れたり，写真カードだ

けで作ったりする。

・指導者が一度手本を見せる

・でき上がりのイメージがしやす

いように見本を用意する

４時間 

３時間

○サンドイッチ

事前学習 

調理実習 

・自分がしたい卵の調理方法をイン

ターネットで検索したり，写真カ

ードで選んだりして自分用のレ

シピを作る 

・レシピの写真を見ながら，調理の

一部分を練習する 

・個別のレシピに従い，自分たちで

サンドイッチを作る 

・より必要な情報に近い検索結果

が出るように考える検索ワード

３つとする

・指導者が一度手本を見せる

・でき上がりのイメージがしやす

いように見本を用意する

２時間 

３時間 

○オムレツ 

事前学習 

調理実習 

・調理方法によって具材は様々な料

理に変化することを知る 

・オムレツの中に入れる具材につい

て，インターネットで検索した

り，写真カードで選んだりして，

自分用のレシピを作る 

・レシピの写真を見ながら，調理の

一部分を練習する 

・個別のレシピに従い，自分たちで

オムレツを作る 

・調理方法の変化について理解し

やすいように，実演や動画を交

えて説明する

・より必要な情報に近い検索結果

が出るように検索ワードは３つ

考えるようにする

・指導者が一度手本を見せる

・でき上がりのイメージがしやす

いように見本を用意する

５時間 

３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

◇調理に必要な動画を検索するための検索ワードを考え，イン

ターネットで検索する 

①工程表に従ってインターネットで検索し，オリジナルレシピ

を作る                   （４時間）

②調理に必要な動画を検索するための検索ワードを考え，イン

ターネットで検索し，調理方法を確認する 

     ※（５時間目／７時間）

◇自分で作ったレシピを見ながら調理をする 

①自分で作ったレシピを見たり，指導者の言葉かけを受けたり

しながら，調理する             （３時間）

②自分で作ったレシピを見ながら，調理する   （６時間）

・検索ワードが出ない時は，友

達と一緒に考えるように促す

・より必要な情報に近い検索結

果がでるように，検索ワード

は三つ入力することを決めて

おく 

・一人で取り組めるように指導

者は離れて見守り，支援を求

めてきた時にのみ応じる 

Ｂ

◇水の量を量ったり，小麦粉や卵を混ぜたりして調理の一部分

を担う 

①指導者の支援を受けながら，水の量を量ったり，小麦粉や

卵を混ぜたりして調理の一部分を担う    （１２時間）

②水の量を量ったり，小麦粉や卵を混ぜたりして調理の一部分

を担う             ※（３時間目／８時間）

・計量しやすいように，計量カ

ップに印をつけておく 

・本人が自分でやり始めると，

少し距離をおいて見守るよう

にする

Ｃ

◇調理器具や食器の準備，食材を混ぜるなどの作業を担う

①指導者の言葉かけを聞きながら，調理器具や食器の準備，食

材を混ぜるなどの作業を担う        （１２時間）

②調理器具や食器の準備，食材を混ぜるなどの作業を担う

※（３時間目／８時間）

・作業内容を写真カードで示し，

完了したら，指導者に報告し

てはがすようにする 

・混ぜる際，ボウルが動かない

ように下にタオルなどの滑り

止めを準備しておく 

◇作業中，困った時に指導者に支援を求める 

①作業前に指導者が言葉かけをすれば，必要な時に支援を求め

る                    （１２時間）

②作業中，困った時に指導者に支援を求める 

※（３時間目／８時間）

・困っている時には，支援を求

めやすいよう，目を合わせた

り，ポジショニングしたりす

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

①挨拶 

②前時の振り返り

③本時の活動につ

いて 

・指導者に指名された生徒は前に出て，自分

なりの挨拶をする 

・茹でる，焼くなど様々な調理方法があるこ

とを知り，それによって，食材が変化する

ことを復習する 

・文字や写真のスケジュール表や見本を見

て，本時の活動を知る 

・全員が立ち上がり，準備ができて

から挨拶をする 

・写真や動画を使って視覚的に理解

できるようにする 

・それぞれの活動内容を個々に示す

Ａグループ 

④オムレツの具材

を調べる 

⑤オリジナルレシ

ピ作り 

・検索ワードを考え，タブレット端末でオム

レツの具材について検索する（Ａ） 

・検索したオムレツの具材を印刷する 

・自分のレシピを作り，検索した具材の中か

ら好きな具材を選ぶ。 

・選んだ具材を使ったオムレツのオリジナル

レシピを作る 

・印刷した画像を貼ったり，工程を文字で書

いたりしてレシピを作る 

・検索ワードが考えやすいように説

明の際の言葉で何度か検索ワード

となるようなことを言う 

・より必要な情報に近い検索結果が

出るように考える検索ワード３つ

とする。 

・困った時は指導者に支援を求める

よう事前に言っておく 

・支援を求められていない様子の生

徒がいれば，全体に向けて再度言

葉かけをして促す 

・あらかじめ具材の候補をいくつか

に考えておく 

・レシピを記入できるよう，書式（枠）

をあらかじめ，準備しておく 



Ｂグループ 

④オリジナルレシ

ピ作り 

⑤調理 

・オムレツの具材を写真カードで選び，自分

だけのオリジナルレシピにする 

・動画を見ながら，指導者の質問に答えたり，

みんなで協力して写真カードを並び替え

たり，レシピに貼ったりする 

・写真カードを見ながら，準備，調理をする

・調理の準備をしたり，卵とマヨネーズを混

ぜたりして調理の一部分を担う （Ｂ）

・調理器具や食器の準備，食材を混ぜるなど

の作業を担う          （Ｃ）

・工程の中で自分一人で難しい時は，「手伝

ってマーク」を手順書の中に貼る 

・困った時は指導者に支援を求める （Ｃ）

・生徒の実態に合わせて，できるこ

とで役割を分担するようにする 

・先に指導者が手本を見せる 

・準備が行いやすいように，調理器

具を置く場所などを写真で貼って

指定しておく 

・一人で行うことが困難な場合は指

導者に支援を求めるように言葉か

けをする 

・困っている様子の生徒がいれば，

目を合わせたり，レシピの中の「手

伝ってマーク」を指差ししたりす

る 

⑥試食 

⑦振り返り 

⑦次時の確認 

⑧挨拶 

・Ｂグループの作ったオムレツを試食する

・写真を見て，振り返りをする 

・レンジで調理する方法もあることを知る

・指導者の質問に答える 

・次時の予定を知る 

・指導者に指名された生徒は前に出て，終わ

りの挨拶をする 

・活動中の写真を撮影して，振り返

りの際にテレビ画面に映すように

する 

・本人が活動を振り返ることのでき

る質問をする 

・言葉での説明より文章の方が得意

な生徒は文章で書くよう促す 

・全員が立ち上がり準備をしてから

挨拶をする 



（２）本時の評価

Ａ
・調理に必要な動画を検索するための検索ワードを考え，インターネットで検索することがで

きたか

Ｂ
・水の量を量ったり，小麦粉や卵を混ぜたりして調理の一部分を担うことができたか

Ｃ
・調理器具や食器の準備，食材を混ぜるなどの作業を担うことができたか 

・作業中，困った時に指導者に支援を求めることができたか

５．配置図
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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

・インターネットで検索するための手順書は適

切であったか

・レシピは生徒にとって有効なものとなってい

たか


