高等部

作業学習

本学習における見どころとアクティブ・ラーニングのポイント
自信 をもって行 える作業内 容を個別に 設定し、製 品作りに貢 献する体験
見どころ

を積 み重ねるこ とを通して 、生徒の主 体的な取組 や責任感や 自己肯定感
の育 成、キャリ ア発達につ ながる学習 活動を展開 する。
Ⅰ

・そ れぞれの生 徒が自分で 作業を進め ることがで きるように スモー
ルス テップの課 題を設定す る。
・活 動場面によ ってＴ１、 Ｔ２で役割 分担を行い 、一人ひと りの生
徒に 合ったきめ 細かな支援 を行う。

Ⅱ

全体の学習内容を説明

作業工程によって支援分担

【ユニバーサルデザイン】
・学 習の様子を 具体的に振 り返ること ができるよ うにするた めにタ
ブレ ット型端末 のカメラ機 能を使い、 拡大鏡とし て使用した り、
以前 の活動を撮 影した写真 と本時の活 動を撮影し た写真とを 比較

主体的

した りできるよ うにする。

対話的（協働的）
な学習のために

Ⅲ

カメラ機能を使った比較
【合理的配慮】
・作 業の進め方 がうまく理 解できない 生徒には、 タブレット 型端末
で撮 影した動画 による手本 を提示する 。

生徒の様子を撮影
※

表 中 の Ⅰ ～ Ⅲ は 、「 Ⅰ
工夫）」「Ⅲ

個 別 主 眼 の 設 定 （ 主 発 問 の 工 夫 ）」「 Ⅱ

ＩＣＴの活用」を表す。
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ＴＴの工夫（学習形態の

１

単元名

２

単元の目標
①

「 みんなで力 を合わせて ガーゼハン カチをつく ろう」

生徒の 実態に即し たスモール ステップに よる課題設 定をしたり 、補助具を 用意したり
することで、製品を作る技能を向上させることができる。

②

（知識・技能）

作業の 様子の動画 を見たり、 作った物を 観察したり する活動を 繰り返すこ とで、自分
や友達のよい点や改善点を考えることができる。

③

（思考力・判断力・表現力等）

製品完 成への貢献 を実感する ことで、自 分の行った 作業に達成 感や自信を もち、身に
付け たことを他 の学習等に 生かしてい こうとする 態度を培う 。
（学びに向かう力・人間性等）

３

本時案

（１） 共通主眼
①

ガーゼハン カチ作りの 工程の中で 、自分に合 った工程の 課題にスモ ールステッ プで取
り組 むことを通 して、作業 に必要な技 能を向上さ せることが できる。

②

( 知識・技能 )

タブレット 型端末の動 画や写真を みんなで見 る活動を通 して、友達 や自分の作 業を確
認し 、友達や自 分のよいと ころや改善 点に気付く ことができ る。
（思考力・判断力・表現力等）

③

作業 の成果や技 能の向上を 相互に認め 合い、更に よいガーゼ を作ろうと する意欲を も
つことができる。

（学びに向かう力・人間性等）

（ ２）準備物
拡大 工程表、手 元の手順書 、工程ごと の実物見本 、補助具、 切ったガー ゼ、やすり 台、
紙や すり、透明 型紙、鉛筆 、マチ針、 ミシン、裁 縫セットセ ット（ハサ ミ、チャコ ペン、
糸切 りバサミ ､リッパー ）、カゴ、ア イロン、タ ブレット型 端末、TV
（３）学習過程
：主発問

◎：全体 への支援

主 ： 主体的な活 動のための 手立て

対 ：対話 的な活動の ための手立 て

学習活動

指導及び支援

学習内容
１．本 時の活動 内
容を 確認する。
・作 業内容

自分 に合った 作業を担当し、 みんなで ガーゼハンカチをつくろう
◎自 信をもって 活動できる 作業工程を 分担する。 主

・作 業工程

個 別 の作 業内 容 ・ 工 程の 提 示
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◎作 業内容を個 別に提示し 、生徒一人 一人に作業 内容をわか りやすく伝
える 。
２．分 担した作 業
工程 に従いガ

◎作 業する生徒 の手元を動 画で撮影し ておき、作 業動作を確 認したい時
に提 示する。

ーゼ ハンカチ
づく りをする。
・印 つけ
・待ち針の使い 方
・布 の角出し
・布 への線引き
・ミ シンがけ
撮 影 した 動画 の 提示 場面

動 画 の撮 影場 面

◎個 別に手順書 を手元に置 き、すぐに 確認できる ようにする 。 主

個 別 の手 順書 の 一例

◎一 つの作業が 終わる度に 作業の進行 状況を確認 し、よい点 を称賛する
こと で自信をも って作業を 行えるよう にする。 主

個 別 に確 認を し てい る場 面

３ ．評価・振り 返
りを 行う。
・上手くできた と

◎上 手くできた ところや上 達した部分 を称賛し、 達成感をも たせたり、
次の 作業への意 欲を喚起し たりする。 主
◎タ ブレット型 端末で以前 の作業場面 と今回の作 業場面を テレビで提示
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し、上達ぶりを視覚的に捉えさせ、達成感をもたせる。 主

ころ
・上達したとこ ろ

タ ブ レッ ト 型 端 末 を 使用 し て 上 達し た とこ ろを 提 示

◎本 時の作業個 所をタブレ ット型端末 のカメラ機 能で撮影し 、拡大して
テレ ビに映し出 し、視覚的 に作業の状 況を確認で きるように したり、
感想 を伝え合う ように言葉 がけを行っ たり、教師 から質問を したりし 、
生徒 が相互に良 さを認め合 えるように する。 対

作 業 個所 を拡 大 した 確認 場 面

４
Ⅰ

指導及び支援のポイント
個別主眼の設定
・ 生徒一人一 人の課題に 即した作業 工程・作業 内容をスモ ールステッ プで設定し たり、
生徒 が役割を分 担して作業 を行い、製 品を完成さ せたりする ことで、責 任感や自己 肯
定感 を育てるこ とができる ようにした 。その結果 、生徒一人 一人が成功 体験を積み 重
ね、 自信もって 主体的に活 動に取り組 むことがで きた。

Ⅱ

ＴＴの工夫
・難易度が比 較的高いミ シン作業の 工程と難易 度が比較的 低い他の作 業工程を生 徒の実
態に よって担当 を振り分け 、教師も作 業工程を分 けて担当す ることで、難易度の高 い
ミシ ン作業の工 程を行う生 徒にもきめ 細やかな指 導を行うこ とができた 。また、担 当
教師 を固定する ことで、前 回の作業と 本時の作業 を比較する ことができ 、取組姿勢 や
技能 の向上を即 時評価し、 良い点や改 善点をフィ ードバック することが できた。
・作業を行う 場面と振り 返りを行う 場面で、全 体の進行と 生徒の個別 対応をする 教師の
役割 を入れ替え ることで、生徒がそれ ぞれの場面 で気持ちを 切り替えや すくなり、ス
ムー ズに学習に 取り組むこ とができた 。
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Ⅲ

ＩＣＴの活用
・ミシ ン操作の 手順や作業 工程を確認 する際、手順 書やタブ レット型端 末の動画、補 助
具を 活用したこ とで、主体 的に活動に 取り組むこ とができた 。
・タブレット型 端末のカメ ラ機能を活 用すること で視覚的に 理解しやす くなり、言葉の
説明 の理解に課 題がある生 徒が、自分 の作業を振 り返りやす くなった。

（その他）
・評 価・振り 返りの時間 を十分に確 保すること で自己肯定 感を育て、意 欲をもっ て学習
に取 り組むこと ができた。
・振り返りシー トに一番頑 張ったこと を記入させ たり、でき たガーゼハ ンカチの枚 数分
のシ ールを表に 貼ったりし て、視覚的 に達成感を 味わうこと ができるよ うにするこ と
で、 生徒が意欲 的に学習に 取り組むこ とができた 。
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