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小学部４学年 生活単元学習 学習指導案 

 

日 時 平成３０年１２月７日（金）１０：２０～１１：２０ 

場 所 小学部４年生教室 

授業者 鎌田 育子（Ｔ１） 齊藤 至（Ｔ２） 

     

１ 単元名   くるくるカフェをひらこう②～お友達を招待しよう～ 

 

２ 目 標 

（１）カフェを開く活動を通して、友達や教師など人との関わりの楽しさや喜びを知り、進んで活動する。 

（２）友達を招待することが分かり、準備や開店の際の役割に教師と一緒に取り組んだり、工夫点やアイディアを出し合いな

がら友達と一緒に取り組んだりする。 

 

３ 目指す姿との関連 ＜キャリア教育全体計画より＞ 

・観点１ 選択できる機会の設定、意思の尊重、肯定的な自己イメージ 

 ・観点３ 自分の気持ちの表現、他者との協力、共同・協同体験 

 ・観点４ 活動に継続して取り組む経験、役に立つ実感、協力して取り組むことの大切さの理解 

 

４ 児童と単元 

（１）児童について 

   本学級は男子３名の学級である。会話が成り立ち、その場の状況や自分の気持ち、意思などを言葉で伝えられる児童か

ら、発声や身振り、体の動きを教師が具体的に読み取ることで意思を伝えることができる児童まで実態は様々 である。日

常の学習場面では、繰り返しの活動に見通しをもって学習課題に自分から取り組むことができる。一方で、スケジュール

や学習活動に見通しがもてないと不安感が高まり、消極的になったり集中力が欠けたり、活動に取り組むことが難しくな

ったりすることがある。 

   役割の理解・遂行については、演示を見てまねをしたり、友達や教師と繰り返し活動を進めたりする中で、役割を大ま

かに理解し、自分から取り組むことができるようになってきている。さらに、じっと自分で考えたり、どうしたら良いか

確認したり、自分で工夫したりして取り組もうとする姿も見られるようになってきている。 

   友達との関わりについては、一方的な関わりが見られることもあるが、お互いを意識して物の受け渡しをしたり、受け

答えをしたりしながら一緒に活動に取り組むことができるようになってきている。また、友達や教師に自分から誘い掛け

て反応を楽しんだり身近な友達や教師を招待したりすることに楽しみを感じたりすることができるようになってきてい

る。 

   「くるくるカフェをひらこう①」では、小学部の教師や小学部の友達（３年生）を招待してカフェの模擬店を行った。

準備から開店までの活動に繰り返し取り組む中で、店員として自分のやるべきことを大まかに理解して友達や教師と一緒

に動いたり、お客さんとの受け答えの方法を教師と一緒に確認しながらやりとりをしたりすることができるようになった。 

 

（２）単元について 

   「くるくるカフェをひらこう」は、自分たちで作ったカフェの模擬店を開き、友達や教師、保護者などを招待してお菓

子やジュースを振る舞うことを目標に、カフェに必要な物の制作活動、メニューなどの話し合い等を主な活動とした単元

である。身近な日用品の使い方や買い物、身近な人との関わり方など、児童がこれからの日々 の生活の中で生かすことの
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できる活動を含んでおり、さらに友達と協力して取り組んでいくことができる。 

   カフェの準備、開店においては様々 な役割分担があり、一人一人が自分でできることを考えたり、選択したりしながら

自分の役割を果たすことができる。また、繰り返し活動に取り組む中でやるべきことが分かって自ら取り掛かったり、友

達に自分の意思を伝えたりすることができる。 

   また、本単元「くるくるカフェをひらこう②」では、お客さんとして小学部の友達や教師の中から誰を呼ぶか、どうす

れば喜んでもらえるかを考え、伝え合う場面を繰り返し設定することで、お客さんの喜ぶ顔をイメージして制作活動や話

し合い活動に前向きに取り組む姿が期待できる。そして、お客さんとのやりとりの中で自分の意図が伝わる喜びや相手か

ら感謝されるうれしさを感じ、成就感や達成感を味わうことができると考える。以上のことから、本単元を設定した。 

 

（３）指導について 

  ・児童が自分で判断したり考えたりすることができるように、実物を使いながら手本を具体的に演示したり、考えるポイ

ントを事前に提示したりする。 

  ・児童同士で関わったり、自分から進んで活動に取り組んだりすることができるように、机や道具等の配置、児童の動線 

   や教師の位置などに配慮する。 

  ・児童が見通しをもって活動し、少ない支援で取り組むことができるように、活動内容や手順が分かる写真カードなどの 

   視覚的教材を準備する。 

  ・児童が自分たちの活動を振り返り、次に生かすことができるように、写真や映像を撮影し、ポイントごとに止めながら

具体的な問い掛けをしたり選択肢を与えたりすることで、見て考えたり気付いたりする場面を設定する。 

  ・くるくるカフェを開店している中で児童が何ができたか、何が分かったか実感することができるように、良かった部分

について端的に即時評価をする。また写真や映像などに残しておき、記録として蓄積しておけるようにする。 

  ・児童が活動に楽しさや喜びを感じて取り組むことができるように、児童同士で相談して呼びたい人を決めたりメニュー

を考えたりする場面や、招待した人から事後のアンケートを取って写真や映像と一緒に確認する機会を設定する。 

 
５ 指導計画（総時数６０時間） 

小単元名・主な学習活動 ねらい 時数 
(１)カフェのじゅんびを 

しよう 

・ランチョンマット作り 

・エプロン作り 

・接客の学習 

・模様を考えたり色を選択したりして、友

達や教師と一緒にランチョンマットやエ

プロン作りをする。 

・板書や写真などを手掛かりに、開店の時

の流れに沿って接客の練習をする。 

２６時間 

(２)くるくるカフェ 

かいてん！ 

①○○先生を 

しょうたいしよう 
（小学部の教師を選び、招待する） 

・カフェの活動→振り返り 

②○年生を 

    しょうたいしよう 
（小学部の友達：１・２・５・６年） 

 ・カフェの活動→振り返り 

③まとめをしよう 

 ・ポートフォリオの作成 

 ・次回の計画 

・招待した友達や教師とのやりとりを楽し

み、進んで受け答えをする。 

・自分の役割を理解し、友達と協力して取

り組む。 

・カフェを開店した様子を写真やビデオで

振り返り、自分自身や友達の様子から良

い点や足りない点を考えたり、友達や教

師からアドバイスを受けたりする。 

・振り返りの中の意見をまとめた板書や演

示を手掛かりにして、次回気を付けたい

ことについて意見を出したり選択肢の中

から選んだりする。 

３４時間 

（本時 24・25／34時間） 

※①→③、②→③を繰り返し 

 行う。 
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６ 本時の計画（総時数６０時間中の５０・５１時） 

（１）全体の目標 

・５年生を招待することが分かり、喜んでほしいという気持ちで店員として友達や教師と一緒に役割を果たしたり、伝え

たい言葉を考えて受け答えしたりする。 

（２）個別の実態と目標 

児童名 
実  態 【単元で目指す姿】と 

本時の目標 

手立て 

Ａ 

 

 

 

 

・カフェの学習をとても楽しみにしてお 

り、繰り返し学習に取り組む中で自分 

から接客や制作物についての考えを提 

案することができるようになってきて 

いる。自分の役割については、事前の 

練習や手掛かりなどを基にして自分で 

工夫して取り組もうとする。 

・相手によっては消極的な関わりになる 

こともあるが、状況に応じた言葉遣い 

や話し方などを少しずつ身に付けてき 

ている。友達と一緒に活動することを 

とても楽しみにしている。 

【招待した友達の反応に

対応しながら役割を果

たす姿】 

・招待した友達からの注

文や質問に対して、場

面に応じた言葉で受け

答えをする。 

・招待する友達の予想される動

きや反応、話し掛け方、タイ

ミングなどについて、具体的

な場面を取り上げて事前に繰

り返し練習したり確認したり

する。 

・話し方や関わり方で良い場面

が見られた場合は、即時に「○

○という伝え方、いいね」な

どの言葉で称賛したり、iPad

で撮影した画像で一緒に確認

したりする場面を設ける。 

Ｂ 

 

 

 

 

・話し合いでは自分の意見を押し通すこ 

とが少なくなり、相談したり分からな

いことを聞いたりすることで、自分で 

考えて結論を出すことができるように 

なってきている。自分の役割について 

は、事前の練習を踏まえて一つ一つ確 

認しながら取り組もうとする。 

・誰とでも積極的に話すことができる。 

相手が話している途中で話し出してし

まうこともあるが、徐々に話し終わる

まで待つことができてきている。友達

に相談したりしながら一緒に活動に取 

り組む姿が見られるようになって 

きている。 

【友達に相談したり問い

掛けたりしながら自分

の役割を果たす姿】 

・友達に自分の分からな

いことを相談して、飲

み物をお客さんまで運

ぶ。 

・お客さんに渡す品物を運んだ

り、空のカップを片付けたり

するタイミングや話し掛け方

を自分で判断できるように、

お客さんに注目するよう言葉

や動作で促す。また、即時に

称賛したり確認したりする場

面を設ける。 

・招待する友達の予想される動

きや反応、自分自身の動きに

ついて、具体的な場面を取り

上げて事前に繰り返し一緒に

活動に取り組む友達と練習す

る。 

Ｃ 

 

 

 

・役割については、自分で取り組みたい

ことを二つの選択肢の中から自分で選

んだり、友達とのやりとりの中で決め

たりすることができるようになってき

ている。主に教師と取り組むことが多

いが、手順が分かりやすい活動などで

は友達の働き掛けで一緒に取り組もう

とすることができるようになってきて

いる。 

・慣れない人との関わりでは自ら距離を

とることが多いが、慣れた人とは自分

でタッチをしたり発声をしたりして関

わろうとするようになってきている。 

【自分の役割が分かり、

友達の関わりを受け入

れながら最後までやり

遂げる姿】 

・友達からの誘い掛けを

受けて、プリンやゼリ

ーをワゴンで一緒にお

客さんまで運ぶ。 

・プリンやゼリーを相手の所ま

で運ぶことができるように、

練習の時から動線を固定し、

友達と一緒に動くことができ

るようにする。 

・友達からの言葉掛けや誘い掛

けをきっかけに自分から動き

出すことができるように、話

し掛けられている方向を示し

て一緒に見たり、「行こう」な

どの誘い掛けの言葉を繰り返

し伝えたりする。 
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（３）学習過程  

時間 学習活動 手立て・指導上の留意点 
10 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

1 本時について知る。 
（１）活動とめあてを知る。 
（２）今日の個々の目標を 

確認する。 
 
 
 
 
2 カフェを開くための準備 
  をする。 
（１）掛け声を掛ける。 
（２）机などの配置をする。 
（３）簡単な練習をする。 
  【あいさつ、接客など】 
 
 
 
 
3 ５年生を招待してカフェ

を開く。 
①ベルを鳴らし、開店を知ら

せる。 
②接客する。 
③片付けをする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 学習を振り返る。 
 

 
・本時の活動とめあてを板書とイラストカードで確認したり、穴埋め式に

して問い掛けたりする。 
   めあて：５ねんせいのともだちによろこんでもらおう  
・児童が自らのがんばりポイントを理解して活動に向かえるように、文字

だけではなく写真やイラストなども一緒に提示する。また、自分から発

言が難しい児童も、実物を使いながら説明したり一緒に取り組んだりす

る場面を設定して、理解を深められるようにする。 
・今日の担当を確認できるように、仕事（役割）の名前、仕事（役割）内

容を写真と実物で一緒に提示する。 
 
・カフェの活動に意欲的に取り組むことができるように、「くるくるカフ

ェ、がんばるぞ！エイエイオー！！」のかけ声を全員で身振りを付けな

がら行う。 
・机やいす、ランチョンマットなどの準備ができるように、目印を事前に

付けておいたり、正しい配置や向きを示した写真カードを見せて一緒に

並べたりする。（T１） 
・Ｃが友達と一緒に準備ができるように、運ぶ物を分かりやすく示したり、

運びやすいように前から手を支えたり話し掛けたりする。（T２） 
・練習において自分の取り組むべきことが分かるように、「どう話したら

いいのかな？」「どう動いたらいいのかな？」など問い掛けたり一緒に

動いたり話したりする。またがんばるポイントを具体的に個々に伝え、

何度か練習をする。 
 
 
・自分の役割をやり遂げることができるように、集中して取り組んでいる 
 ときは見守るようにする。悩んだり困ったりしているときも初めは見守

り、機会を捉えて友達へのアドバイスを促したり、一緒に動いて見本を

見せたりする。 
・友達同士の自然な関わりが見られたり自分の役割をやり遂げる姿が見ら 
れたりしたときは、その場ですぐに称賛し、「できた」という達成感につ

なげられるようにする。 
・T１は個々のがんばりポイントに沿った写真や映像を撮影しながら、一

緒に店員として活動する。 
・T２は、Ｃの動作などへの支援を行いながら、友達とのやりとりの仲立

ちを行う。 
・招待した友達が喜んでいる姿に注目できるように、食べている間は座っ

て横から見ているようにする。また、Ｔ１は食べている間の発言を拾い

上げて伝える。 
・学習の振り返りや評価に生かすことができるように、５年生の児童の代

表にアンケートを渡し、その場で記入してもらう。 
 
 
・友達同士でがんばったことを認め合えるように、がんばりポイントに沿

って撮影した映像を、注目してほしい部分で止めながら発問したり称賛

したりする。改善が必要な部分についても「こうすれば良かったね」と

いう前向きな評価にするようにする。 
・次時に向けて意欲を高めることができるように、次時の活動内容を具体

的に伝える。 

役割 
Ａ：注文をとる 
  友達を手伝う 
Ｂ：品物を運ぶ 
   品物をお客さんの前 

に並べる 
Ｃ：品物を運ぶ 

・ｉＰａｄで撮影した写

真や映像を見る 
・友達からのアンケート

を見る 
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（４）配置図、座席表 

＜活動１・４＞                  ＜活動２・３＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ※店員として活動している様子に注目してもらうた 

                           めに、机を一列に設定している。 

 

（５）評 価 

（児童） ・友達や教師と一緒にカフェを開き、注文を聞く、品物を運ぶなどの自分の役割を理解して活動する

ことができたか。 

     ・招待した５年生の友達との物の受け渡しや会話などを通して、自分から話し掛けたり近付いてタッ

チしたりして関わることができたか。 

（教師） ・児童が自分の役割を理解し、友達や教師と一緒に主体的に取り組むための言葉掛けや働き掛け、教

材教具の活用は適切であったか。 

     ・児童が招待した友達と関わりを深めるための言葉掛けや働き掛け、待ちの姿勢や関わり方の手本の

提示は適切であったか。 

 

 

 

  入
口 

入
口 

入
口 

入
口 

机 

 Ａ 
Ｂ 

 Ｃ 

 T２ 

T１ 

長
テ
ー
ブ
ル 

５年生 

Ｃ 

Ｂ 

Ａ 
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ベースミーティング記録
学部 グループ 小学部4年

くるくるカフェをひらこう長期の単元名

観点１～状況づくりによる成功体験、肯定的な自己イメージがもてる活動

キャリア教育全体計画 観点３～他者との協力・共同・協同体験

との関連 観点４～協力して取り組むことでよりよい結果を得る活動

Ｐ(計画)ベースミーティング①実施日 ７月４日(水)

単元名（期間） くるくるカフェをひらこう① （６月１３日～７月２３日）

・自分の担当する役割を大まかに理解し、教師や友達と一緒に取り組

小単元の目標 む。

・物の受け渡しや、発声、言葉などでの関わりの中で友達や教師、他学

年の児童や担任以外の教師とのやりとりを楽しむ。

・友達同士つながるやりとり、役割を設定する。

→お互いを見ることのできる配置、仕事の分担や係分担の相談。

・実際の体験を重視する。楽しいや嬉しい気持ちを大切にする。また、

自分でできることを頑張ってやっていくことも大切。

→実際にカフェを開店してみる。そこから発見することもある。

・どうなったら○なのか、本時の目標をクリアにしていけたらよい。

・自己評価を積み重ねる。また、他者評価も取り入れていってもよい。

・聖夢・結斗２人に関しては、経験を積み重ねていく中でポートフォリ

ォを作り、記録を積み重ねていってもよいのでは。

ＣＡ(チェックアクション)ベースミーティング②実施日８月２１日(火)
・ランチョンマット作り～何度か活動を繰り返したことで、自分の取り組

児童の変容 むべき活動に主体的に取り組むことができた。また、自分の経験を友達

に伝えたり他にやってみたい役割ができたり、友達につないだりするこ

とができた。自分の経験を他の人に伝えたいという気持ちが少しずつ生

まれてきている。

・くるくるカフェ開店！～初めて友達や教師と一緒に考えながら取り組ん

だ。次の役割の友達に声を掛けたり、自分の役割に集中したりしながら

進めることができた。

・ビデオを撮影し、どんな動きをしたのか何を話したのかなど具体的に振

り返ることができるようにした。

・まずは教師のアドバイスを受けながら、役割をしっかりと果たすという

ところから始めた。細かな点や支援、教材などは今後ということで、カ

フェではこんな動きをしたい、こんなことを話したいなど実際に動きな

がら伝えるようにした。

・準備を進めながら、カフェを開店する回数を増やす。経験を基に、何を

次の単元に向けて どうすればよいか、一緒に考える機会を設けたり写真やビデオなどで具

体的に提示したりすることを繰り返していきたい。

発 展 ・ 仕 掛 け
前単元からの指導計画

の発展部分

活動内容、環境作り、

支援量等のポイントと

なる仕掛け

｢何を学んだか｣｢何が

できるようになったか｣

の視点からの評価のポ

イントとなる手立て、

仕掛け

経験から考え、行

動する力の変容

各学部のテーマに

関する児童の変容

｢何を学んだか｣｢何

ができるようにな

ったか｣の視点から

の評価のポイント

となる手立て、仕

掛けに対しての変

容
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ベースミーティング記録
学部 グループ 小学部4年

くるくるカフェをひらこう長期の単元名

観点１～選択できる機会の設定、意思の尊重、肯定的な自己イメージ

キャリア教育全体計画 観点３～自分の気持ちの表現、他者との協力・共同・協同体験

との関連 観点４～活動に継続して取り組む経験、役に立つ実感

協力して取り組むことの大切さを知る

Ｐ(計画)ベースミーティング①実施日８月３０日(木)

くるくるカフェをひらこう① （８月２７日～９月２８日）単元名（期間）
くるくるカフェをひらこう② （１０月３日～１２月２６日）

・カフェを開く活動を通して、友達や教師など人との関わりの楽しさや

小単元の目標 うれしさを知り、進んで活動する。

・友達や教師を招待することが分かり、準備や開店の際の役割に教師と

一緒に取り組んだり、工夫点やアイディアを出し合いながら友達と一

緒に取り組んだりする。

・役割を固定し、カフェの開店と振り返りを繰り返す中で役割の内容を

理解できるようにした。

→役割の遂行では、教師からの発信ではなく、少しずつ児童同士で気

付き、動く場面を積み重ねた。

・前時の学習を振り返る時間を別に設定し、ｉＰａｄで撮影した映像を

基に全員で良い点、不足している点を確認した。

・ポートフォリオの活用

→振り返りの時に目標に対して自己評価を行い、さらに教師からの評

価を付け加えたシートをファイリングして積み重ねが見えるように

する。

・開店をした時の映像や写真を蓄積し、頑張りを振り返るとともに自分

の変化に気づけるようにする。

ＣＡ(チェックアクション)ベースミーティング②実施日１０月２日(火)
児童の変容 ・準備→開店→振り返りの活動を積み重ねていく中で、自分で気をつけて

いきたい部分を意識して活動に取り組むことができるようになってきて

いる。

・友達と一緒に活動を積み重ねていく中で、繰り返し経験することで自分

の役割を理解して自分から行動を起こす様子が見られるようになってき

ている。

・写真や映像を基にして、自分の行動や言動を実際に見て聞いて振り返る

ことができることで、自分のできること、難しいことを意識できるよう

になってきた。

・自分で評価が難しい児童も、友達からアドバイスを受けたり教師と一緒

に実際にその時の活動の様子を再現してみることで自分の行動を実感し

て振り返ることができるようになってきた。

・準備→開店→振り返りの活動を今後も引き続き繰り返しながら、カフェ

次の単元に向けて の活動の経験を増やす。

・不足している本物体験の機会を早めにつくる。

発 展 ・ 仕 掛 け
前単元からの指導計画

の発展部分

活動内容、環境作り、

支援量等のポイントと

なる仕掛け

｢何を学んだか｣｢何が

できるようになったか｣

の視点からの評価のポ

イントとなる手立て、

仕掛け

経験から考え、行

動する力の変容

各学部のテーマに

関する児童の変容

｢何を学んだか｣｢何

ができるようにな

ったか｣の視点から

の評価のポイント

となる手立て、仕

掛けに対しての変

容
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ベースミーティング記録
学部 グループ 小学部4年

くるくるカフェをひらこう長期の単元名

観点１～選択できる機会の設定、意思の尊重、肯定的な自己イメージ

キャリア教育全体計画 観点３～自分の気持ちの表現、他者との協力・共同・協同体験

との関連 観点４～活動に継続して取り組む経験、役に立つ実感

協力して取り組むことの大切さを知る

Ｐ(計画)ベースミーティング①実施日１０月２日(火)

単元名（期間） くるくるカフェをひらこう② （１０月３日～１２月２６日）

・カフェを開く活動を通して、友達や教師など人との関わりの楽しさや

小単元の目標 うれしさを知り、進んで活動する。

・友達や教師を招待することが分かり、準備や開店の際の役割に教師と

一緒に取り組んだり、工夫点やアイディアを出し合いながら友達と一

緒に取り組んだりする。

・自分の役割を理解し、友達と一緒に進めることができるようにその時

間の目標を全員分掲示し、実物や演示などを通して分かりやすく伝え

る。

・児童自身がどう活動すれば良いか考えたり、どのように頑張ったか分

かりやすいように、Ｔ１からの働き掛けの工夫（問いかけ、即時評

価）を積み重ねる。

・招待した教師からアンケートを取り、授業の振り返りで使う。

・これまでよりもさらに個々の目標や全体の目標に沿った写真や映像を

精選して撮影し、振り返りの時間に提示することで自分たちが取り組

んだ活動やお客さんの反応を知り、今後の目標の参考にしたり頑張っ

たことを知ったりできるようにする。

・本時は何を頑張るのか、「がんばりポイント」を児童に分かりやすく

文字やイラストで伝える。

ＣＡ(チェックアクション)ベースミーティング②実施日 月 日( ）
児童の変容

次の単元に向けて

発 展 ・ 仕 掛 け
前単元からの指導計画

の発展部分

活動内容、環境作り、

支援量等のポイントと

なる仕掛け

｢何を学んだか｣｢何が

できるようになったか｣

の視点からの評価のポ

イントとなる手立て、

仕掛け

経験から考え、行

動する力の変容

各学部のテーマに

関する児童の変容

｢何を学んだか｣｢何

ができるようにな

ったか｣の視点から

の評価のポイント

となる手立て、仕

掛けに対しての変

容
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中学部３学年 生活単元学習 学習指導案 

日 時 平成３０年１２月７日（金）１０：２０～１１：２０  
                  場 所 中学部３年１組教室、中学部３年２組教室 
                  指導者 藤原 佑介（T1）、茂内 みき（T2）、髙畑多恵子（T3） 
                      田中 聡子(T4）、越後 駿（T5） 
 
１ 単元名  みんなでやるぞ！中３ショップ パート４  ～ファイナル感謝祭～ 
 
２ 単元の目標 

（１） 自分や友達の良さを認め合い、様々な状況で協力したり分担したりしながら、準備活動や接客

などの一連の活動を行う。 
（２） これまでの経験を基に、ショップの開店に必要な活動や、お客さんに喜んでもらうためにでき

ることを自分たちで考えて取り組む。 
（３） 一人一人が自分の役割を果たし、協力して開店し成し遂げる達成感を味わう。 
 
３ 目指す姿との関連 ＜キャリア教育全体計画より＞ 

 ・観点１ 自分で考える、経験の積み重ねによる肯定的な自己理解・他者理解 
 ・観点３ 他者への気持ちを伝える力、他者との折り合い 
 ・観点４ 自分の役割（達成感、充実感、所属感） 
 
４ 生徒と単元 

（１）生徒について 

１２名（男子７名、女子５名）の学習集団である。友達や教師と会話を楽しむ生徒や発声や身振り 
で気持ちを伝えようとする生徒など、それぞれが何らかの手段で周囲とやり取りしようとする気持ち

がある。入学以来、自分たちのお店を開店することを目的とした学習に繰り返し取り組んでおり、自

分の得意な分野を生かした活動を担当し、時間いっぱい取り組んだり、一人では難しいことを友達と

協力して解決したりする経験を積み重ねてきた。 
入学当初、前向きに取り組んだり、自分で考えて行動したりすることに消極的な生徒が多かったが、 

 調理や制作、宣伝や接客練習など、開店に至るまでの一連の流れを経験し、繰り返し取り組むことで、

自分で判断して行動したり、自分たちの力で目的を達成しようと努力したりする姿が多く見られるよ

うになってきている。 
一昨年（１年生）は校内で、昨年（２年生）は校外へ活動の場を広げ、地域の集会所である「西北

ことぶき荘」を会場としたショップを開店した（５ 指導計画＜参考資料＞参照）。練習を重ねた調

理と接客によってもてなし、その場で称賛や励ましをいただいたことや、お客さんとのやり取りやア

ンケートを通して、自分たちの取組を直接評価されたりしたことで、成果を喜ぶだけでなく「こうす

れば良かった」という課題を改善しようとする意識が高くなってきている。 
生徒から「もっと多くの人に自分たちのお店を知ってもらいたい」という声があがり、今年度は学

校行事や道の駅のイベントなどで屋台スタイルによる出店が実現し、これまでで最多の売り上げを達

成した。３月に卒業を控え、ショップ開店の機会があとわずかであることを知り、これまで来店して

くれたお客さんにもう一度来てほしいという思いや、お世話になった人を招待したいという思いを口

にする生徒が多い。 
 
（２）単元について 

  中３ショップは、自分たちのショップの開店を目指し、１年次から継続して取り組んできた単元で

ある。生徒の提案から身近な食べ物であるパンを取り上げたところ、「次はこうしたい」という提案

が生徒から出され、出店の仕方も含め内容が次々に発展し、現在に至っている。最終年度となる今年

は、これまで経験したことや身に付けた力を「いつでも」「どこでも」「誰に対しても」発揮すること

を目指し、「より多くの場所で」「より広い世代に」という視点から、地域行事等への積極的な参画を

見据えたショップ展開を計画・実践してきた。 
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  本単元は３年間の締めくくりであり、お世話になった人や地域住民などに宣伝または招待し、感謝 
の気持ちを込めながら、校内に自分たちのショップを開店するという授業展開を目指す。 

  パンやお菓子などの調理活動、パソコンを活用したチラシ制作や配布などの宣伝活動、来店したお

客さんに贈るグッズ制作など、開店に必要な活動は多様であり、一人一人の関心や得意なことを生か

した活動が設定できる。「販売するメニュー」「チラシに掲載する内容」「グッズの内容」など、それ

ぞれの活動の詳細は、代表の生徒同士による話合い活動「ショップ会議」によって決定する。話し合

ったことを全員で共有し、役割分担することで全員が力を合わせて開店を目指しているという意識を

高めるとともに、個々の力を最大限発揮できる場面設定が可能と考える。 
今回のショップは、これまでの経験や実績を基に生徒たちの思いや考えを最大限反映させる。自分

や友達の良さを生かした役割分担はもとより、「カフェ」と「屋台」、どちらが自分たちの思いを実現

しお客さんに喜んでもらえるものとなるのかを話合いのテーマとする。そして、お店のことをより自

分たちのこととして捉え、自分で、または友達同士で試行錯誤や課題解決しようとする姿につなげら

れる点なども踏まえ、本単元を設定した。 
 
（３）指導について 

  ・３年間の締めくくりである本単元を、生徒が自分たちで活動を進めることができるように、教師

は直接的な支援を控え見守る姿勢や、共に開店に向けて取り組む一員であるという基本姿勢を大

切にして臨む。 
  ・全員で中３ショップのファイナルに向かっていることを意識し、だからこそ自信をもって諸活動

に取り組めるように「中３ショップファイナル」を合い言葉とし、要所で使う。 
  ・自分の考えを分かりやすく伝えることができるように、それぞれが考えを書いてまとめる場面を

設定したり、教師がどう友達に伝えればよいか、伝え方の見本を示したりする。 
  ・生徒同士で解決しながら活動することができるように、話合い活動以外でも内容や状況に応じて

ペアでの活動を設定したり、仲間と相談したりする場面を設定する。 
・自信をもって発言したり、友達の考えに注目したりすることができるように、生徒の気付きや話

合いの中でポイントとなる発言などを取り上げ、全体に伝えたり板書したりして共有化する。 
・生徒自身が学んだことやできるようになったことをより実感することができるように、ワークシ

ートによる振り返りを行うとともに、「できたね」「上手だね」などのような授業内における即時

的な評価を大切にする。 
・販売経験を重ねる中で、改善すべき点が分かるように「お客様アンケート」を実施して、振り返

りの学習などで活用する。 
  ・自分の役割に進んで取り組むことができるように、活動内容や役割分担等の最小限の情報を提示

するとともに、工程表などの個別の教材は生徒の変容に応じて意図的に減らしていく。 
  ・家庭での手伝いや地域生活等に生かすことができるように、学習の成果などを適宜保護者に伝え

る。 
・高等部進学後や社会生活において必要な自己理解の力を高めるために、３年間の取組を振り返り、

できるようになったことや課題に感じていることをまとめる活動を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

５ 指導計画 

＜参考資料＞ 

 

 

          単元のゴール キーワード 

パート１ 調理体験、自分たちで試食、家族を招待してもてなし 教師の見本やリード 

パート１ 校内試食会（中学部の生徒、先生を招待） 教師の仲介、部分的な手助け、話合いの

導入 

パート２ 校内で開店①（全校に呼びかけて実施） 友達同士で取り組む場面 

教師の支援量減、代金をいただく 

パート３ 校内で開店②（全校に呼びかけ、小学校（小学部）時代

の担任を招待 

短期間で２回開店。反省→改善の積み重

ね 

 

 

         単元のゴール キーワード 

パート１ みどりっこ夏祭りへの出店 校外での宣伝活動、多くの品数の準備 

パート２ 西北ことぶき荘での出店①（地域住民を対象） 地域への展開、学習したことを校外で発揮 

パート３ 西北ことぶき荘での出店②（地域住民を対象） 前回の反省を生かしたスケジュール 

パート４ 校内での開店（校内、地域住民を対象） 自分たちの力で計画・準備・開店 

 

  

 単元のゴール  キーワード 

パート１ 道の駅男鹿 オープンイベントへの出店 地域イベントへの挑戦、多くの人の前で

の接客、高等部販売への協力 

パート２ 本校行事「みどりっこ夏まつり」での出店 パート１の反省を生かした役割分担や販

売体制 

パート３ 総合教育センターでの出店 センター職員や研修で来所する方々への

販売。 引換券販売の導入 

 

パート４ ＜本単元＞（総時数４０時間中の２０時） 

    小単元名            ね ら い 時数 
１ 今回の出店について話し合

おう 
・オリエンテーション 
・ショップ会議 

・中３ショップの活動が残りわずかであることを意識しなが

ら、販売スタイル（カフェや屋台）や招待したい人などに

ついて考えたり、開店までに必要なことを明らかにしたり

しながら大まかな計画を立てる。 

４時間 
 

２ プレ開店をしよう 
・調理練習  ・接客練習 

 ・プレ開店本番 

・開店に必要なグッズや調理器具などを自分たちで準備した

り、手順表などを手掛かりに調理やポスターなどを制作し

たりする。 

１６時間 

（本時 

16／16） 

  ・プレ開店の振り返り ・プレ開店のアンケート集計を行ったり、感想を話したりす

る中で、改善すべき点や開店に向けてさらに必要なことを

明らかする。 
３ 開店しよう！ファイナル感

謝祭 
 ・接客練習  

・宣伝活動 
・調理練習 
・開店本番 

 

・プレ開店での反省から、本番まで改善すべき点や目標とす

るポイントを明らかにし、達成に向けて取り組む。 
・話合いによって決めたことに取り組む中で、計画通りでき

ることと難しいことに気付き、自分たちで予定を修正した

り、教師への協力を仰ぐ判断をしたりしながら開店に向け

た準備を進める。 
・開店時の接客で、お客さんの様子や言葉を見聞きしたり、 

１６時間 

【みんなでやるぞ！中１ショップ（平成 28年度）～カフェスタイルによる手作りパンや飲み物の提供】 

 

 

【みんなでやるぞ！中２ショップ（平成 29年度）～カフェスタイルによる手作りパンやの飲み物の提供】 

 
 

【みんなでやるぞ！ 中３ショップ（平成 30年度）】 
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 その時々の状況を把握したりしながら、自分でまたは友達

同士で課題を解決するための判断をする 
 

４ 感謝祭の振り返りをしよう 
 

・感謝祭当日の、自分や友達の頑張りを発表し合ったり、お

客様アンケートを集計したりしながら、みんなで成し遂げ

た達成感を味わう。 

２時間 
 

５ ３年間のショップについて

振り返ろう 
・動画や写真、お客様アンケートなどから、３年間、ショッ

プに携わる中でできるようになったことやこれから頑張り

たいと感じたことなどをワークシートの記入や教師との会

話によって気付き、書き表したりみんなの前で発表したり

する。 

２時間 

 

６ 本時の計画 

（１）全体の目標 

  ・プレ開店の課題から、役割分担や人や物の配置を話し合って決める。（ショップ会議グループ） 
  ・見本を手掛かりにしたり、友達の意見を参考にしたりしながら、ちらしやメニュー表、ビーズブ

レスレットを制作する。（制作グループ） 
  
（２）個別の目標 

 
 
 
シ

ョ

ッ

プ

会

議

グ

ル

｜

プ 

生徒名      実 態 【単元で目指す姿】と本時の

目標 
    手立て 

A ・これまでの経験から、自分

たちでできることか難しい

ことか判断ができるように

なってきている。リーダー

として、みんなの意見を聞

き、多数決だけではない結

論の出し方を心掛けるよう

になった。 

【リーダーとして、みんな

で目的を達成しようと

する姿】 
・みんなから意見やその 
理由を聞いたり、自分の

考えを全体に伝えたり

しながら話し合いを進

める。 

・話合いの前に今日のテー

マや進め方のポイントを

教師と確認する。話合い

を進める手掛かりとなる

ように、必要に応じて T1
が話合いのポイントとな

る発言を取り上げるよう

に伝えたり、板書したり

する。 
B ・話合いでの発言に消極的な

面もあったが、徐々に自分

の意見を発言できるように

なってきている。友達の考

えを聞いて納得したり、違

う考えの友達とも折り合う

点を探ろうとしたりする面

も見られるようになってき

ている。 

【友達と認め合いながら

取り組む姿】 
・理由を添えて自分の考え

を話したり、同じ考えの

友達に賛成したりしな

がら話合い活動に取り

組む。 

・これまでの話合い活動で

良かった発言や態度につ

いて振り返る。また、友

達の発言に頷いたり、賛

成したりする場面があっ

た場合は、称賛して評価

する。 

C ・考える場面や判断を要する

場面で教師を頼ることが多

かったが、これまで経験し

たことを手掛かりにしなが

ら、なぜそう思うのか具体

的な理由も添えながら意見

を話すことができるように

なってきている。 

【自分で考え、友達に伝え

ながら協力して取り組

む姿】 
・役割分担や配置につい

て、友達の良いところを

挙げたり、お客さんの目

線に立ったりしながら

自分なりに考えをまと

めて話す。 

・考える際のポイントを焦

点化できるように、「友達

の良いところ」「お客さん

目線」というキーワード

を提示する。 
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シ

ョ

ッ

プ

会

議

グ

ル

｜

プ 

D ・写真などを手掛かりにこれま

での取り組みを思い出し、自

分の考えを話すことができる

ようになった。友達との意見

の違いを受け入れ、納得して

もらえるように再度詳しく説

明したり、友達の考えを取り

入れたものに調整したりする

ことができるようになってき

ている。 

【目的や活動内容を理解

し、みんなをリードしな

がら取り組む姿】 
・プレ開店時の課題に気付

き、改善するために必要

なことをみんなの前で

話す。 

・課題について考えられる

ように、プレ開店時の写

真を提示したり、T1 が今

までどのように解決した

かを思い出したりするよ

うな問い掛けをしたりす

る。 
 

E ・話合いのテーマや今考える

べき事柄について、教師が

問い掛けると、自分なりの

考えを話す場面が増えてき

ている。 

【活動内容を理解し、自分の

役割に気持ちを向けて最

後まで取り組む姿】 
・周囲の人の考えを手掛か

りとしながら、シートに

自分の考えを記入し、話

合いで発表する。 

・分からないときに友達に

聞くことができるように

座席配置やグルーピング

を工夫したり、教師に質

問してもよいことを事前

に伝えたりする。 
 

F ・疲れや自信のなさから気持ち

が不安定になることがある

が、教師や友達に励まされて

気持ちを切り替え、決められ

た時間いっぱい取り組めるよ

うになってきている。話合い

ではユニークなアイディアを

発表できる。 

【友達や教師と一緒に最

後まで活動に取り組む

姿】 
・教師の説明や問い掛けを

受けたり、ショップの模

型を操作したりしなが

ら自分の意見を考え、発

表する。 

・互いに励まし合える関係の

友達（G さん）と近い座席

を設定する。 
・自分で考えられるよう本人

用のショップの模型を提

示し、T３が使い方を説明

する。 
 

G ・話合いでは、教師の話や友

達の発言を聞いて理解し自

分の意見を考えており、首

を振って「はい」「いいえ」

を伝えたり、挙手して同意

を表明したりする。提示さ

れた２～３程度の選択肢か

ら自分の気持ちに合うもの

を選ぶ。 

【自分の気持ちを周囲に

伝えながら活動する姿】 
・話合いを聞いて、自分か

ら挙手したり、自分の意

見を提示された選択肢

から選んだりして発表

する。 

・選択して意思表示できる

よう写真等を複数提示し

たり T３が指で選択肢を

示したりする。話合いが

進み写真等が手元にない

ときは、T３が本人の気

持ちを読み取り「～です

か？」と問い掛ける。T
１は指名して本人の意見

を周囲に伝える機会を設

定する。 
 
開

店

グ

ッ

ズ

制

作

グ

ル

｜

プ 
 

H 
メニュ

ー表作

り 

・パソコンの簡単な操作や文

字入力ができるようになっ

た。自分で考えたり選択し

たりすることに苦手意識が

あるが、教師の言葉による

操作手順を聞いたり、見本

を見たりすることでちらし

や値札を制作した。 

【自分で選択したり判断

したりして取り組む姿】 
・文字の大きさやバランス

を判断してメニュー表

を作る。 

・文字のポイントや使うツ

ールが分かるように、操

作の仕方を記したカード

を用意する。 
・自分で判断して決めたと

きは、自信につながるよ

うに場面を捉えて称賛す

る。 
I 

ちらし

作り 

・パソコン操作に興味をもっ

て取り組んでいる。見本を

見ながら、画像の挿入やテ

キストボックスを活用して

文書の作成ができるように

【役割が分かり、時間いっ

ぱい集中して取り組む

姿】 
・文字色や背景色など、見

やすさを意識して配色

・文字のポイントや使うツー

ルが分かるように書き込

みをした見本を準備する。 
・見やすさのポイントとし

て、友達からのアドバイス
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開

店

グ

ッ

ズ

制

作

グ

ル

｜

プ 

なってきた。 を考え、ちらしを作る。 を参考にして、自分で配色

を決める場面を設定する。 
J 

ビーズ

ブレス

レット

作り 

・自分から行動することに消

極的であるが、やり方が分

かれば、活動に前向きに取

り組む。指先を使った活動

に得意意識がある。 
・制作したものをお客さんに

プレゼントすることを理解

して取り組んでいる。 
・教室を出て、気持ちの調整

を図ることがある。 

【役割が分かり、自分で決

めた目標に最後まで取

り組む姿】 
・複数のデザインの中か

ら、自分で取り組みたい

物を選択してビーズブ

レスレットを完成する。 

・友達が考えたデザインの

写真を提示し、達成感を

得られるように、完成後

は友達や教師に報告する

場面を設定する。 

K 
ビーズ

ブレス

レット

作り 

・指先を使った細かい活動が得

意で、ビーズ通しには落ち着

いた気持ちで取り組むことが

できる。活動の積み重ねによ

り、大きいビーズから細かい

ビーズへと難易度が上がって

も、手元を見てビーズを通す

ことができる。 

【自分の役割が分かり、活

動に最後まで取り組む

姿】 
・ビーズの補充を教師に依

頼しながら、見本の配列

通りに３～４色のビー

ズを配置する。 

・ビーズの量を途中で依頼

が必要となる程度の量に

調節する。 
・配列通りにビーズを通す

手掛かりとなるように、

少し間隔を空けて配列し

た見本を提示する。 

L 
飾り作

り 

・教師の問い掛けに対しタッ

チで応じる際に、「～だね」

と生徒の意思を教師が意味

付けしながらやりとりして

いる。 
・紙粘土や水、絵の具、ソー

スやバニラエッセンスを使

って、食品サンプルや飾り

の材料作りを行っている。 
・同じ場所に長時間いると気

持ちが不安定になることが

あるため、気持ちを切り替

えるために教室外に出て気

分転換を図ることがある。 

【教師の働き掛けに自分

の意思を伝える姿】 
・教師が提示した物を見て

自分のやりたい方を選

び、教師の問い掛けに、

タッチで応える。 
 
 
 

・タッチして応えられるよ

うに、教師が手のひらや

選択肢の具体物を差し出

す。 
・教師の問い掛けに応じた

ときや自分から素材に触

ったとき、大きく称賛す

る。 
・安心した気持ちで活動で

きるように、本人の気持

ちに寄り添うような言葉

掛けをする。 
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（３） 配置図・座席表 

＜導入・まとめの活動時＞（３年１組教室） 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜ショップ会議グループ＞（３年２組教室） 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
＜グッズ制作グループ＞（３年１組教室） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔ４ 

①一人で考える場面 

Ｔ３ 

黒 板 

Ｆ 

Ｄ Ｂ 

Ｇ Ｅ 

Ｃ 

Ａ 

Ｔ１ 
Ｔ３ 

黒 板 

Ｆ 

Ｄ Ｂ 

Ｇ 

 Ｅ 

Ｃ Ａ 

Ｔ１ 

②グループでの話合い時 

Ｔ２ 
Ｔ５ 

Ｌ 

Ｊ 

Ｈ 
 

Ｉ  Ｋ 

黒 板 

 
T5 
                 T1 
 
 
              

Ｂ 
Ａ 

Ｈ 

Ｌ 

Ｄ 

 

 Ｃ 

 
Ｆ Ｇ  Ⅰ  Ｅ 

Ｊ 
Ｋ 

                  黒 板 

T2 

T4 

T3 
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（４）学習過程 

時間 学習活動           手立て・指導上の留意点 
５ １ 本時の活動内容とめあて 

を知る。 
・何を目指しているかを確認するために、開店の日時や場所、メニ

ューなどを問い掛ける。 
・全体で取り組む意識を高めるために、学習予定表やそれぞれのグ

ループで取り組む内容をみんなの前で確認する。 
５ ２ 自分の目標を確認する。 ・自分の目標を最後まで意識できるように、話した内容をキーワー

ド化すると共にカードに書いて示し、活動場所で活用する。 
・本時で意識するべきポイントや、目標数などが分かるように、ワ

ークシートや完成の見本、出来高表などを活用して確認する。 
30 ３ グループに分かれて活動 

をする 
 
＜ショップ会議グループ＞ 
中３－１教室：Ｔ１、Ｔ３ 
【本番当日の役割分担を決め

よう】 
・物や人の位置の決定 
・役割分担の決定 
 
①考えの整理（個別） 
②グループ全体での話合い 

・一人で考える際に、迷ったり悩んだりしている生徒がいた場合は、

友達の様子を手掛かりにできるように座席移動をしたり、ペアを

編成したりするなどの調整を図る。 
・開店時の人や物の位置、役割分担について、自分の考えを明らか

にしたり、話合い時の手掛かりとしたりできるように、個々の実

態に応じてワークシートや、手元で操作できる、人や物を示した

マグネット等を用意する。 
・プレ開店での様子を思い出しながら考えることができるように、写真

や動画を用意して必要に応じて活用したり、改善点として挙げられた

ポイントなどをキーワード化して黒板に掲示したりする。 
・話合いの中での自分の気持ちの動きや、考えが一つにまとまるき

っかけなどを後で振り返ることができるように、ポイントとなる

発言や話合いの過程などを T１が記録する。 

＜開店グッズ制作グループ＞ 
中３－２教室：Ｔ２、Ｔ４、

Ｔ５ 
・ちらし、メニュー表作り 
・ビーズブレスレット作り 
・パンのサンプル作り 
 
 

・ちらしやメニュー表制作の生徒が、友達から提案を受けた内容に

近付けることができるように、会議グループの友達に出来映えを

見せたり、感想を聞いたりする場面を設定する。 
・お互いの頑張りを知ったり、意欲につながったりするように、う

まくできたところ、工夫や良い気付きがあったときには、その都

度周りに紹介しながら大きく称賛する。 
・活動の進捗状況が分かるように、できた数や目標数を分かりやす

く表にして掲示する。 
・できるだけ自分で活動を進めることができるように、手順表や見

本を用意する。 
20 ４ 今日の活動を振り返る。 

・ワークシートの記入 
・成果の発表 
・完成した制作物の披露 

・本時は何に取り組んだか、どのような成果があったかなどを自分

なりに表現することができるように、ワークシートに記入したり、

完成した制作物の出来栄えを友達に見せて感想を伝え合ったりす

る場面を設定する。 
・次時につなげられるように、「もっとよくなるために」「もっと喜

んでもらうために」などの言葉で問い掛け、生徒から出た意見を

板書して共有する。 
（５）評価 

（生徒）・話し合う内容が分かり、自分の考えを話したり、友達の考えを受け入れたりしながら話し合うこ

とができたか。（ショップ会議グループ） 

・気を付けるポイントや頑張るポイントが分かり、担当する役割に取り組むことができたか。（制 

作グループ） 

（教師）・生徒ができるだけ自分たちで話合いをまとめたり、進んで制作に取り組んだりするための教材の

提示や言葉掛けなどの手立てや学習環境の設定は適切であったか。 

・グループ別活動として展開した中でも、全員が一体感を感じられる工夫が見られたか。 
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ベースミーティング記録１ 

学部 グループ 中学部３年  

長期の単元名
 

みんなでやるぞ！中３ショップ 

キャリア教育全体 

計画との関連 

 

・観点１ 自分で考える、経験の積み重ねによる肯定的な自己理解・他者

理解 

・観点３ 他者への気持ちを伝える力、他者との折り合い 

・観点４ 自分の役割（達成感、充実感、所属感） 

 

Ｐ(計画)ベースミーティング①実施日 ５月２８日(月) 

 

単元名（期間） 

 

 

みんなでやるぞ！中３ショップ パート１  （６月４日～７月２日） 

 

小単元の目標 ○これまでの経験を基に、屋台スタイルでの販売に必要な準備や、開店ま

でのスケジュールを決め、実行する。 
 

 

 

 

 

 

校外における屋台スタイルによる販売に初めて挑戦 

・包装や原材料表示のラベル貼りなど、校外で出店する際に必要となる 

 新しい活動の設定 

・これまでの経験や、今回の販売場所、時間などの条件の中で自分たち

でできる販売数やメニュー数の話合い 

・たくさんのお客さんに、アピールするためのグッズの考案 

  

 

 

 

 

・昨年まで取り組んだカフェスタイルとの違いを理解するための手立 

 て。（写真やイラストの提示、ロールプレイの実施） 

・初めて訪れる場所での開店へ向けて、できる限りイメージをもって臨 

めるような働き掛けの工夫～昨年経験したみどりっこ夏祭りでの出

店経験と関連づける。 

 

ＣＡ(チェックアクション)ベースミーティング②実施日７月２日(月) 

生徒の変容（S） 

 

 

 

 

 

・与えられた条件で、自分たちができることや難しいことなどを判断しな

がら、お店の運営に関わる事柄を話し合い、実行できるようになった。 

・販売当日には、早々に売り切れてしまったメニューも多かったことから、 

「何人かは調理場に残って、補充する品物を作った方が良かった」という

反省が生徒から挙がるなど、実際直面した状況で、次回以降への改善点

を考えられるようになった。 

 

 

 

 

 

 

・初めての活動でも、要領を早く覚え、時間内に終えたり、時間いっぱい

取り組んだりしようとする姿があった。 

・イメージしていたことと開店本番との違いがあった場合にも柔軟に対応

し、変更点を受け入れられたり、予定していない活動にもスムーズに取

り組んだりすることができた。 

・開店当日、カフェ形式とは違い、全員が連動して活動する場面が不足し

ていた。 

 

次の単元に向けて 

 

・単元、本時における自分の目標設定や、振り返りにおける成果や反省な

どの充実 

・話し合った内容や決定したことを全員で共有したり、友達の活躍を認め

合う場面の設定 

・販売時に全員が持ち味を発揮できるような、役割やその分担の工夫 

 

発展・意図 

 

前単元からの指導計画の

発展部分、活動内容、環

境作り、支援量等、教師

の意図 

｢ 何 を 学 ん だ か ｣ ｢ 何 が

できるようになったか｣ 

の視点からの評価のポイ

ントとなる手立て 

経験から考え、行動

する力の変容 

各学部のテーマに

関する生徒の変容 

｢何を学んだか｣｢何

ができるようにな

ったか｣の視点から

の評価のポイント

となる手立てに対

しての変容 
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ベースミーティング記録２ 

学部 グループ 中学部３年 

長期の単元名
 

みんなでやるぞ！中３ショップ 

キャリア教育全体 

計画との関連 

 

・観点１ 自分で考える、経験の積み重ねによる肯定的な自己理解・他者

理解 

・観点３ 他者への気持ちを伝える力、他者との折り合い 

・観点４ 自分の役割（達成感、充実感、所属感） 

 

Ｐ(計画)ベースミーティング①実施日 ７月２日(月) 

単元名（期間） みんなでやるぞ！中３ショップパート２  

～みどりっこ夏まつりで開店しよう～  （７月３日～８月２８日） 

 

小単元の目標 

（１） これまでの経験を基に、よりよい中３ショップになるように自分た

ちでできることを考えたり、協力したりしながら開店の準備や接客

などの活動に取り組む。 
（２） みどりっこ夏まつりの状況を想定し、適切な言葉遣いや振る舞いを

考えたり、夏祭り当日の接客の際に実践したりする。 

（３） 一人一人が自分の役割を果たし、協力して開店し成し遂げる達成感

を味わう。 

 

 

 

 

 

 

・昨年までの経験や前単元の取組を基にした、話合いを行う。できる 

限り生徒同士のやり取りによって話合いを進めていくことができる

ように、話し合ったことのあるテーマを設定するが、教師の直接的な

言葉がけや支援を減らす。 

・調理や製作に関しても同様に、自分たちで活動を進められるような 

見本や手順表などを活用する。 

  

 

 

 

・自分の取り組む課題や目標設定、振り返りに活用するワークシートを

取り入れる。 

・一人一人の振り返りと全体でのまとめの時間を通して、自分のことや

友達のことを評価する活動を積み重ねる。 

ＣＡ(チェックアクション)ベースミーティング②実施日８月２０日(月) 

 

生徒の変容（S） 

 

 

 

 

・自分の考えを話しつつも。友達の考えを優先したり、違う考えを受け入れた

りできる場面が増え、時間内に話合いをまとめられるようになった。 

・活動内容やスケジュールをほぼ自分たちで決めたことによって、見通しをも

って取り組んだり、開店当日から逆算して考えたりできるようになった。 

・見本や目標となる量、出来栄えなどを意識しながら取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

・ワークシート等によって目標が視覚化されたことで、意識して臨もうと

する様子が見られた。また、振り返りのポイントが明確になり、自分の

頑張りや反省を具体的に話すことができる生徒が増えた。 

・設定した目標を常に意識できるような、ワークシートの形式や活用の仕

方について検討の余地がある。 

・良い点やうまくできている点を、即時的に評したり、全体に紹介したり

する場面が不足していた。 

 

次の単元に向けて 

 

・目標設定と即時評価の言葉がけの再検討及び評価につながるような生徒

の発言や行動を取り上げる教師の基本姿勢の再確認 

・活動別で取り組んでいる授業では、グループ間で連携できるような場面

を増やす試み 

発展・意図 

 

前単元からの指導計

画の発展部分 

活動内容、環境作り、

支援量等、教師の意図 

｢何を学んだか｣｢何が

できるようになったか｣ 

の視点からの評価のポ

イントとなる手立て 

経験から考え、行動

する力の変容 

各学部のテーマに

関する生徒の変容 

｢何を学んだか｣｢何が

できるようになった

か｣の視点からの評価

のポイントとなる手

立てに対しての変容 
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ベースミーティング記録３ 

学部 グループ 中学部３年  

 

長期の単元名
 

 

みんなでやるぞ！中３ショップ～総合教育センターで販売しよう～ 

 

 

キャリア教育全体 

計画との関連 

 

・観点１ 自分で考える、経験の積み重ねによる肯定的な自己理解・他者

理解 

・観点３ 他者への気持ちを伝える力、他者との折り合い 

・観点４ 自分の役割（達成感、充実感、所属感） 

 

 

Ｐ(計画)ベースミーティング③実施日 ９月２８日(金) 

 

単元名（期間） 

 

 

みんなでやるぞ！中３ショップ パート３ （１０月２日～１１月１日） 

 

 

小単元の目標 

（１） 初めて経験する場所での販売について自分たちで考え、準備や

接客などの活動に取り組む。 
（２） 相手や状況に応じた適切な言葉遣いや振る舞いを考えたり、開

店当日の接客の際に実践したりする。 

（３） 一人一人が自分の役割を果たし、協力して開店し成し遂げる達

成感を味わう。 

 

 

 

 

 

 

総合教育センターで初めての販売 

・開店する場所の視察を行い、販売に適した時間帯やスペースの活用 

の仕方などを自分たちで決める。 

・より自分たちで行っている実感を高めるために、ショップ会議で制作

グループの生徒が担当する内容について取り上げるなど、活動グルー

プ間のつながりを強化する。 

  

 

 

 

 

・頑張りや良かった点を実感するとともに、適切な振り返り（自己評 

価）につなげられるように、教師による称賛や友達同士の認め合いな

ど、即時評価を意識的に行う。 

・グループ間のつながりを大切にし、友達の評価を受ける場面を設定 

する。 

 

ＣＡ(チェックアクション)ベースミーティング②実施日１１月７日(水) 

生徒の変容 

 

 

 

 

・実際に販売場所を視察したことで、開店のイメージを共有でき、より具体的

な話し合い及び発言が増えた。 

・経験を重ねていることで、様々なテーマで話合いができるようになっている。 

・活動グループ間の連携が目に見えて分かるようになり、教師だけでなく友達

に見てもらったり、認めてもらったりする喜びを感じることができた。 

 

 

 

 

 

・教師の評価に加え、友達の評価を多く取り入れたことで、自分の頑張り

を実感し、肯定的な自己評価が増えてきている。 

 

次の単元に向けて 

 

・全員が連動して動くという点では、屋台形式による対面販売では限界。

今一度カフェ形式の開店も検討へ 

・最終単元となるため、自分（達）ができるようになったことや、発展や

成長してきた点を実感できるような手立ての検討 

発展・意図 

 

前単元からの指導計

画の発展部分 

活動内容、環境作り、

支援量等、教師の意図 

｢何を学んだか｣｢何が

できるようになったか｣ 

の視点からの評価のポ

イントとなる手立て 

経験から考え、行動す

る力の変容 

各学部のテーマに関

する生徒の変容 

｢何を学んだか｣｢何が

できるようになった

か｣の視点からの評価

のポイントとなる手

立てに対しての変容 
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ベースミーティング記録４ 

学部 グループ 中学部３年  

長期の単元名
 

みんなでやるぞ！中３ショップ 

キャリア教育全体

計画との関連 

 

・観点１ 自分で考える、経験の積み重ねによる肯定的な自己理解・他者

理解 

・観点３ 他者への気持ちを伝える力、他者との折り合い 

・観点４ 自分の役割（達成感、充実感、所属感） 

 

Ｐ(計画)ベースミーティング①実施日１１月１４日(水) 

単元名（期間） 

 

みんなでやるぞ！中３ショップ パート４ ファイナル感謝祭 

（11 月 20 日～12 月 25日） 

 

小単元の目標 

（１）自分や友達の良さを認め合い、様々な状況で協力したり分担した 

りしながら、準備活動や接客などの一連の活動を行う。 

（２）これまでの経験を基に、ショップの開店に必要な活動や、お客さん 

に喜んでもらうためにできることを自分たちで考えて取り組む。 

（３） 一人一人が自分の役割を果たし、協力して開店し成し遂げる達成 

感を味わう。 

 

 

 

 

 

 

★集大成として。全員が持ち味を発揮できる展開 

・多様なテーマでの話し合い 

・集大成としてこれまで行った開店を、写真などで振り返りながら、で

きる限り全ての活動を取り入れる。 

・制作グループの生徒の取組の一部を全員で体験し、グッズのデザイン

などをみんなで決める。 

 

  

 

 

 

 

・授業の始めから終わりまで目標や頑張るポイントを意識できるよう 

 な手立て（ワークシート、見本や目標数の提示、教師や友達の評価等） 

 を工夫する。 

・即時評価に加え、３年間を通した成長を振り返る場を設定する。 

 

ＣＡ(チェックアクション)ベースミーティング②実施日 月 日(  ) 

生徒の変容（S） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の単元に向けて 

 

 

 

発展・意図 

 

前単元からの指導計

画の発展部分 

活動内容、環境作り、

支援量等、教師の意図 

｢何を学んだか｣｢何が

できるようになったか｣ 

の視点からの評価のポ

イントとなる手立て 

経験から考え、行動

する力の変容 

各学部のテーマに

関する生徒の変容 

｢何を学んだか｣｢何

ができるようにな

ったか｣の視点から

の評価のポイント

となる手立てに対

しての変容 
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高等部 作業学習（農園芸班）学習指導案 

 

日 時 平成３０年１２月７日（金）１０：２０～１１：２０ 

場 所 多目的スペース 

授業者 冨田 昌裕（Ｔ１） 渡部 典子（Ｔ２） 

荻原 正賢（Ｔ３） 

 

１ 単元名 マメコバチの巣作り～高橋果樹園への納入に向けて～ 

 

２ 目 標 

（１）マメコバチの巣作りの一連の流れや自分が担当する作業工程が分かり、作業に責任をもって最後まで取り組む。 

（２）注文を受け製作し、納入することを意識して、示された規格どおり丁寧に作業する。 

 

３ 目指す姿との関連 

・観点１ 自ら考えて判断するための知識習得と実際的な経験の積み重ね 

・観点４ 集団における、自分の役割の自覚と遂行 

 ・観点４ 誰かのために役割を果たすことの充実感、達成感 

 

４ 生徒と単元 

（１）生徒について 

 本作業班は１年生から３年生まで計８名で構成されており、農園芸班は今年度が初めてという生徒が半数以上所属している。

活動内容は、野菜の栽培・収穫・販売、花の植栽活動、地域にある果樹園での受粉・収穫等である。これまで、野菜の販売や

花の植栽活動、プランターの設置を通して「野菜おいしそう」「ありがとう」など、賛辞や感謝の言葉を直接聞くことができ

た。このような経験を通して、達成感、充実感を味わうことができ、日々 の活動に対し意欲的に取り組む姿が見られてきてい

る。 

 作業態度については、集中力が持続できず、時間いっぱい活動に取り組むことが難しい生徒もいる一方で、活動内容や方法、

必要な道具の使い方を理解し、自分から進んで道具の準備をしたり、活動に取り組んだりする生徒もいる。教師に質問や確認

をするだけでなく、生徒同士で声を掛け合い教え合うなど、協力して取り組むことができるようになってきている。年度当初、

班全体の目標であった場に応じた言葉遣いや挨拶、報告なども、意識して使ったり伝えたりすることができてきている。 

 

（２）単元について 

 高橋果樹園とは、６年前からりんごの受粉作業や収穫などの作業体験を通してお世話になっている。本単元は、高橋果樹園

から発注されたマメコバチの巣を規格どおりに作り、定期的に納入するものである。マメコバチの巣作りは、今年度農園芸班

の冬場の作業活動の充実を図るため、取り入れたものである。マメコバチの巣作りは、工程が少なく、作業内容も分かりやす

いため、作業内容に見通しがもちやすい活動内容である。活動を分業制にすることで、自分の担当に責任をもって取り組むこ

とや、友達との協力や関わりなど、生徒の実態や課題に応じた活動を設定できると考える。また、友達同士で作業工程や作業

方法の改善について意見を出し合う場面を設定することで、作業活動を改善していこうという気持ちを育てることができると

考える。 

受注作業は規格どおりに作ること、丁寧かつ正確に作ることが求められる。さらに、依頼された相手のことを考えて活動に

取り組むことだけでなく、りんごを収穫するためにこの作業が必要なものであることを一人一人が自覚し取り組むことにも成
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就感や達成感を味わうことができると考え、本単元を設定した。 

  

（３）指導について 

・生徒が自分の目標や課題を毎時間意識して作業に臨むことができるように、作業前に目標を日誌に記入する。その際職員

は、目標が前時の反省の内容と合っているか確認したり、目標を具体的に考えられているか質問したりする。 

・個人の目標を意識できるように、作業中、目標が達成できているときは、その場で即時評価を行う。また、達成できてい

ないときは、目標を再度確認し、どうすれば達成できるか一緒に考えたり、確認したりする。 

・自分が担当する作業工程が分かり、自分たちで考え、確認できるように、写真や見本などを準備する。 

・友達同士で関わりをもちながら、活動できるように、グルーピングや作業環境の動線を工夫する。 

・活動に対して全員が目標をもって取り組めるように、目標に対する成果や課題について振り返ったり、次時につなげるた

めの振り返りの時間を設定したりする。 

 ・班の運営、準備や後片付けが主体的にできるように、教師は、最低限の指示や必要な道具をそろえるだけにとどめる。 

 
５ 指導計画（総時数６６時間 ） 

小単元名・主な学習活動 ねらい 時数 

○マメコバチについて知ろ

う 

・動画や写真で確認 

・動画や写真を通して、マメコバチについての知識

を学んだり、何のためにマメコバチの巣作りが必

要なのかを知ったりして、作業活動に対する目的

意識をもつ。 

２時間 

○マメコバチの巣の作り方

を知ろう 

・高橋さんからの指導 

・マメコバチの巣作りの作り方を覚える。 

・長さや、節の数など、よしを切るポイントを知る。 

２時間 

○マメコバチの巣作りを練

習しよう 

・練習用の巣作り 

・規格が分かり、作り方や工程ごとのポイントを意

識し、作り方を確認しながら作業に取り組む。 

・手元をよく見て、時間いっぱい集中して取り組む。 

・作業中、自分から確認したり報告したりする。 

１４時間 

 

○マメコバチの巣の作り方

と完成品を確認しよう 

 

・切ったよしや完成品をもとに、成果や課題を考え

たり、確かめたりして、練習を踏まえながら実践

する。 

２時間 

○マメコバチの巣の作り方

を高橋さんと確認しよう 

・高橋さんからの指導と助言 

・納入に向けての確認 

・規格どおりに巣を作ることができているか、高橋

さんに指導・助言をいただき、確認しながら作業

に取り組む。 

２時間 

○納入に向けて、マメコバチ

の巣作りをしよう 

・納入に向けての巣作り 

・納入（１月・３月予定） 

（合計１００個予定） 

・作業中、困ったときは、自分から確認したり報告

したりする。 

・手元をよく見て、時間いっぱい集中して取り組む。 

・規格にあった巣を選別し、高橋果樹園に納入する。 

４４時間 

（本時３／４４） 
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６ 本時の計画（総時数６６時間中の２５時） 

（１）全体の目標 

・巣作りのポイントを確かめながら、切る、麻紐で束ねる作業を友達と協力して行う。 

・よしを切るポイントや束ね方、工程等が分からないときは、自分から友達や教師へ確認、質問し解決する。 

 

（２）個別の実態と目標 
生徒名 実  態 【単元で目指す姿】と 

本時の目標 

手立て 

Ａ 

 

 

・よしを切る作業では、長さや節

の数を意識して切ることができ

ている。 

・繰り返し同じ活動が続くと、集

中力に欠ける場面がある。 

・分からないことは、そのままに

したり、自分の判断で作業を進

めたりしてしまうため、様子を

見ながら声掛けや確認が必要。 

【作業手順を理解し、時間いっぱ

い集中して切る作業に取り組む

姿】 

・よしを切る作業を行いながら、

友達が切ったよしの長さや節の

数を確認し友達に良い悪いにつ

いて伝える。 

・分からないことは、自分から教

師に確認する。 

・友達が切ったよしを確認

する際に、チェックする

ポイントを記した項目表

を用意する。 

・少し離れた場所で教師も

作業を行いつつ、確認を

待つ。 

Ｂ ・よしを切る作業では、切る部分

が分からなくなり、手が止まる

ことがある。教師の指示を聞き

確認しながら取り組んでいる。 

・分からないことは、そのままに

したり、自分の判断で作業を進

めたりしてしまうため、教師の

声掛けや確認が必要。 

【作業手順を理解し、道具を安全

に使い、時間いっぱい集中して

切る作業に取り組む姿】 

・よしの節を目印に合わせて切る。 

・報告する相手が分かり、目の前

に移動してから報告する。 

・節を合わせる位置が分か

るように、補助具を用意

する。 

・少し離れた場所で教師も

作業を行いつつ、報告を

待つ。 

Ｃ ・よしを切る作業では、長さや節

の数を意識し、自分から進んで

作業に取り組める。 

・分からないことに対して、確認

や質問をして解決できる。 

・作業中、集中力が欠け、友達と

の話をしてしまうことがある。 

【作業内容を理解し、時間いっぱ

い集中して作業に取り組む姿】 

・よしを切る際に、長さや節の数

を意識しながら切ったり、友達

と協力して、切ったよしを紐で

緩まないように結んだりする。 

・今日の活動内容について、「何を

どの程度行ったか」を自分の言

葉で説明して報告する。 

・気を付けるポイントを写

真やキーワードで示して

掲示する。 

・相手に伝わるように、報

告のポイントを事前に確

認する。 
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Ｄ ・よしを切る作業では、節に目印

を付けることで、安心して作業

に取り組むことができる。積極

的に作業に取り組む姿が見ら

れ、準備や片付けも意欲的であ

る。 

・手先を使った作業が苦手で、ス

ピードが遅くなる。自分で考え

たり、判断したりすることが困

難だが、分からないことは、自

分から確認する姿が見られる。 

【作業内容を理解し、時間いっぱ

い集中して取り組む姿】 

・よしの節を中央に合わせて１０

本切る。 

・1セット５本切り終わるごとに

報告したり、困った場面では、

自分から質問したりする。 

・節を合わせる位置や長さ

が分かるように、補助具

を用意する。 

・教師も一緒に作業をしな

がら取り組みの様子を見

守り、報告や質問を待つ。 

Ｅ 

【班長】 

・作業活動に黙々と取り組む。繰

り返しの活動を通して、分から

ないことや不安なことに対し

て、自分から教師に確認するこ

とができる。 

・作業に対して、活動ができたと

きは、自分から報告できる。 

【指示を聞いたり見本を見たりし

て、正確さを意識して作業に取

り組む姿】 

・節の数を意識してよしを切った

り、友達と協力して、切ったよ

しを紐で緩まないように結んだ

りする。 

・班長として時間を意識し、作業

の開始と終了の指示、次の活動

の指示を全員に伝える。 

・確認のときに、一緒に節

の数や結び具合について

確かめる。 

・開始時刻と終了時刻を事

前に確認する。 
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（３）学習過程  

時間 学習活動 手立て・指導上の留意点 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 

１ 本時の作業内容を確認す

る。 

（１） 挨拶をする。 

（２） 本時の作業内容を確

認する。 

（３） 活動場所へ移動する。 

（調理室） 

（４） 巣作りのポイントを

確認する。 

（５） 個人目標を確認する。 

 
 
２ 作業を開始する。 
（１） 準備をする。 

（２） 作業を始める。 

【Ａ、Ｂ、Ｃ】 

①よしの切断 

【Ｃ、Ｅ】 

①よしの切断 

②よしを束ねる 

 

 
 
 
 
（３）片付けをする。 
 
３ 日誌を記入する。 
 
 
 
４ 本時の作業活動について振り

返りをする。 
（１） 出来高を表示する。 
（２） 目標について確認する。 
（３） 挨拶をする。 

・一人一人が目標を意識して取り組めるように個人目標を板書する。 
 
・生徒が中心となって活動が進められるよう、班長が進行する。 
・本時の作業内容について見通しをもって取り組めるよう、目標や作業

内容について板書や掲示をする。（Ｔ１） 
・本時の大枠の活動を確認したら、ドライフルーツグループは調理室へ

移動する。（Ｔ２） 
・巣作りのポイントを黒板に掲示する。 
 

 
 
 
・作業手順や方法が分かり、スムーズに作業を行うことができるよう、

見本や写真カードなどを掲示する。 
・節の位置が分かるように、よしの節に印を付けたり、指を差し注目さ

せたりする。 

・節を合わせる位置や長さが分かるように、補助具を用意する。 

・教師は生徒と一緒に作業を行い、生徒からの報告や質問を待つように

する。 
・安全に作業できるように、せん定ばさみの正しい刃の向や持ち方をそ

の都度確認したりする。 
・Bがよしを切断する際に困っていたら、節を指差して注目させる。「節

を印に合わせる」などの簡単な言葉掛けを行う。（Ｔ３） 
・作業中、個人目標が達成できているときは、その場で称賛する。 
 
 
 
・評価をする際には、生徒が成果と課題を把握し、次時の作業に生かす

ことができるよう、簡潔に日誌に記入して視覚的に示したり、言葉で

も伝えたりする。（Ｔ１） 
 
 
 
・本時の成果が分かるように、出来高表を活用したり、完成した巣を確

認したりする。 
・本時の達成感と次時への意欲が高まるよう、作業の良かった点を取り

上げながら、次時の作業内容を伝える。（Ｔ１） 
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（４）配置図、座席表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）評 価 

（生徒） ・よしの切るポイントや緩まず麻紐で結ぶことを意識して、自分が担当する作業に対して取り組むこ

とができたか。 

     ・分からないことや不安なことに対して、自ら判断し間違ったまま進めるのではなく、自分で確認し

たり友達や教師に質問したりすることができたか。 

（教師） ・生徒が作業工程を理解し取り組めるような教材や補助具の準備や工夫、言葉掛けができていたか。 

・自分から確認や質問をすることや報告の仕方などの手立てやポイントを準備したり伝えたりするこ

とができていたか。 

黒 板 

D 
 

柱 

B 
 

A 

C 
 

E 
 

道 具 置 き 場 

柱 

材
料
（
よ
し
） 

Ｔ１ 

Ｔ３ 
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ベースミーティング記録 

学部 グループ 高等部 農園芸班 

単元名 栽培、収穫した野菜を販売しよう①～夏まつりの販売活動に向けて～ 

キャリア教育全体計画 

との関連 

・観点３～必要な場面での意思伝達 

・観点４～集団における役割への気付きと遂行 

 

Ｐ(計画)ベースミーティング①実施日 ７月５日（木） 

小単元名（期間） 夏まつりでの作業製品販売を成功させよう（７月１２日～７月１９日） 

小単元の目標 
・自分たちで活動に必要な物を準備し、ラベルを袋に貼る。 

・分からないことは自分から教師に確認、質問する。 

発展・仕掛け  

前単元からの指導計画

の発展部分 

活動内容、環境作り、

支援量等のポイントと

なる仕掛け 

・質問や報告をするように事前に確認する。 

・作業工程が分かるように、実物を用いながら、活動の流れを確認する時

間を設定する。 

・使用する用具が分かるように、実物を掲示する。 

・個別目標や実態に合わせて、個別での活動やグルーピング、活動内容を

考慮する。 

｢ 何 を 学 ん だ か ｣ ｢何

ができるようになったか｣          

の視点からの評価のポ

イントとなる手立て、

仕掛け 

・毎時間の個人目標を生徒と確認しながら具体的に設定し、評価する時間

を設ける。 

・個人目標を意識できるように、場面を捉えて言葉掛けする。 

・シールの貼る位置が分かるための補助具の活用。 

・グルーピングを考慮し、自分の役割を果たす経験や協同で活動する経験

を拡大させる。 

 

ＣＡ(チェックアクション)ベースミーティング②実施日 ８月３０日（木) 

生徒の変容 

経験から考え、行動す

る力の変容 

各学部のテーマに関す

る生徒の変容 

・ラベル貼りでは、２人１組で表裏のラベルを協力して貼った。 

・枝豆の袋詰めでは、重さを量る、袋に詰めるなどあらかじめ役割分担を

することで自分の役割が分かり、責任をもって取り組む様子が見られた。

また手順を覚えた生徒は友達に優しくやり方を教えたり、進んで道具を

片付けたりなどの主体的な姿が見られた。 

｢何を学んだか｣｢何が

できるようになった

か｣の視点からの評価

のポイントとなる手立

て、仕掛けに対しての

変容 

・友達に声を掛けたり、ラベルを事前に準備したりするなど友達を手伝う

場面なども見られるようになってきた。 

・販売活動を振り返る学習では、写真を友達同士見合い、成果と課題、課

題に対する改善点について意見を出し合う時間を設定した。「お客さん

がたくさん来た」「笑顔で接客できた」などの成果や「もっとたくさん

の人に買ってもらいたい」という課題に対して、「枝豆をたくさん買っ

て行った人がいたから、限定にしてみては」などと発言する姿が見られ

た。 

次の単元に向けて 

・活動内容に見通しをもって、生徒自身が進められるような学習内容のパ

ターン化の継続。 
・友達同士関わり合ったり、協力し合ったりして活動できるような学習内

容の設定とグルーピング、分業制による活動の継続。 
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ベースミーティング記録 

学部 グループ  高等部 農園芸班 

単元名 山ゆりでの枝豆作り～道の駅「五城目」での販売活動に向けて～ 

キャリア教育全体計画 

との関連 

・観点３～他者との協力・協同 

・観点４～集団における役割への気付きと遂行 

 

Ｐ(計画)ベースミーティング①実施日 ８月２１日(火) 

小単元名（期間） 枝豆を道の駅で販売しよう 

（９月１１日～９月２５日） 

小単元の目標 

・分担した作業内容に責任をもち、販売に向けて活動に取り組む。 

・たくさんのお客さんに買ってもらうために大切なことを考え、意見を出

し合い、実践する。 

発展・仕掛け  

前単元からの指導計画

の発展部分 

活動内容、環境作り、

支援量等のポイントと

なる仕掛け 

・質問や報告をするように確認する。 

・作業工程が分かるように、実物を用いりながら、活動の流れを事前に確

認する。 

・使用する道具が分かるように、実物を掲示する。 

・夏まつりに向けての活動を振り返り、準備の仕方や接客の仕方を確認す

る場面を設定する。 

｢ 何 を 学 ん だ か ｣ ｢何

ができるようになったか｣          

の視点からの評価のポ

イントとなる手立て、

仕掛け 

・前回の活動内容を振り返る時間を設定する。 

・毎時間の個人目標を生徒と確認しながら具体的に設定し、評価する時間

を設ける。 

・個人目標を意識できるように、場面を捉えて言葉掛けやその場で称賛す

る。 

・「もっと良くするために」の視点で、成果と課題を考えたり意見を出し

合ったりする。 

・グルーピングを考慮し、自分の役割を果たす経験や協同で活動する経験

を拡大させる。 

 

ＣＡ(チェックアクション)ベースミーティング②実施日  １０月２日(火) 

生徒の変容 

経験から考え、行動す

る力の変容 

各学部のテーマに関す

る生徒の変容 

・夏まつりでの販売活動の経験を生かし、２人１組で表裏のラベル張りを

協力して行った。ペアで表と裏の担当を決め、協力しスムーズに取り組

んだ。 

・販売活動では、「いらっしゃいませ」「いかがですか」の呼び掛けだけ

でなく、「おいしい枝豆いかがでしょうか」「朝取れたてですよ」など

お客さんが買いたくなるような呼び掛け方に変わった。 

・枝豆の袋詰めでは、前回と同様に重さを量る、袋に詰める、袋の口を閉

じるなど、役割分担を決めることで、一人一人が責任をもち、集中して

取り組む様子が見られた。決められた時間に１０８袋準備できた。 

｢何を学んだか｣｢何ができ

るようになったか｣の視点

からの評価のポイントと

なる手立て、仕掛けに対し

ての変容 

・前回の活動内容を思い出し、販売準備では、自分から道具を準備したり、

販売のセッティングを友達同士協力して行ったりした。 

・販売活動を振り返る学習では、収穫・袋詰め・販売活動の写真を順番に

友達同士で見合い、成果と課題、課題に対する改善点について意見をた

くさん出し合った。 

次の単元に向けて 

・活動内容に見通しをもって生徒自身が進められるような学習内容の継続。 
・準備から販売活動まで、より良い活動にするために、成果のみ取り上げ

るのではなく、課題や改善点を話題にして、次回の販売活動に生かす。 

・友達同士関わり合ったり、協力し合ったりして活動できるような学習内

容の設定とグルーピング、分業制による活動の継続。 
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ベースミーティング記録 

学部 グループ  高等部 農園芸班 

単元名 栽培、収穫した野菜を販売しよう②～学園祭での販売活動に向けて～ 

キャリア教育全体計画 

との関連 

・観点３～他者との協力・協同 

・観点４～集団における役割への気付きと遂行 

 

Ｐ(計画)ベースミーティング①実施日 １０月３日(火) 

小単元名（期間） 学園祭での作業製品販売を成功させよう（１０月４日～１０月２５日） 

小単元の目標 

・にんじんの計量や袋詰めなど、販売の準備を手分けして行う。 

・たくさんのお客さんに買ってもらうために接客方法について、意見を出

し合い、実践する。 

発展・仕掛け  

前単元からの指導計画

の発展部分 

活動内容、環境作り、

支援量等のポイントと

なる仕掛け 

・質問や報告をするように確認する。 

・作業の一連の流れを継続し、生徒自身が進められるような学習内容を設

定する。 

・作業工程が分かるように、実物を用いながら、活動の流れを事前に確認

する。 

・使用する道具が分かるように、実物を掲示する。 

｢ 何 を 学 ん だ か ｣ ｢何

ができるようになったか｣          

の視点からの評価のポ

イントとなる手立て、

仕掛け 

・毎時間の個人目標を生徒と確認しながら具体的に設定し、評価する時間

を設ける。 

・個人目標を意識できるように、場面を捉えて言葉掛けやその場で称賛す

る。 

・「もっと良くするために」の視点で、事前に販売方法を相談したり、振

り返り場面で確認したりする。 

・グルーピングを考慮し、自分の役割を果たす経験や協同で活動する経験

を拡大させる。 

 

ＣＡ(チェックアクション)ベースミーティング②実施日  １０月３０日(火) 

生徒の変容 

経験から考え、行動す

る力の変容 

各学部のテーマに関す

る生徒の変容 

・袋詰めに関しては、枝豆の販売２回の経験を生かし、重さを量る、袋に

詰める、袋の口を閉じるなど、活動内容を理解し、自分から取り組む様

子が見られた。決められた時間に３４袋準備できた。 

｢何を学んだか｣｢何が

できるようになった

か｣の視点からの評価

のポイントとなる手立

て、仕掛けに対しての

変容 

・個人目標の共通理解を図ることで、何をがんばるかを意識して取り組む

ことができていた。また、活動内容や態度に関して、即時評価を行うこ

とで、自信をもって取り組んでいた。 

・販売活動を振り返る学習では、販売活動の写真を友達同士で見合い、成

果と課題、課題に対する改善点について意見を出し合った。「お客さん

が混雑した」ことに対して、混雑にならないための工夫について意見を

出し合うことができた。 

・作業工程を役割分担し、スムーズに作業できた。 

次の単元に向けて 

・作業の一連の流れを継続し、生徒自身が進められるような学習内容を設

定する。 
・成果や課題、改善点を話題にして、次回の販売活動に生かす。 

・友達同士関わり合ったり、協力し合ったりして活動できるような学習内

容の設定とグルーピング、分業制による活動の継続。 
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ベースミーティング記録 

学部 グループ  高等部 農園芸班 

単元名 マメコバチの巣作り～高橋果樹園への納入に向けて～ 

キャリア教育全体計画 

との関連 

・観点３～他者との協力・協同 

・観点４～誰かのために責任をもって役割を果たすことの充実感、達成感 

 

Ｐ(計画)ベースミーティング①実施日 ９月２５日(火) 

小単元名（期間） マメコバチの巣作りを練習しよう（１０月１６日～１１月２９日） 

小単元の目標 

・規格が分かり、作り方や工程ごとのポイントを意識し、作り方を確認し

ながら作業に取り組む。 

・作業中、困ったときは、自分から確認したり報告したりする。 

発展・仕掛け  

前単元からの指導計画

の発展部分 

活動内容、環境作り、

支援量等のポイントと

なる仕掛け 

・生徒自身が担当する部材の仕上がり等を確認できるように、見本と比較

したり、判断基準を明記したりする。 

・実物を用いながら、使える「よし」と使えない「よし」を確認するため

に報告する場面を設定する。 

・使用する道具が分かるように、実物を掲示する。 

・長さや節を見分けることができる補助具を準備する。 

｢ 何 を 学 ん だ か ｣ ｢何

ができるようになったか｣          

の視点からの評価のポ

イントとなる手立て、

仕掛け 

・毎時間の個人目標を生徒と確認しながら具体的に設定し、評価する時間

を設ける。 

・個人目標を意識できるように、場面を捉えて言葉掛けやその場で称賛す

る。 

・分かりやすい板書や掲示方法の工夫。 

・自己評価、他者評価の工夫。 

 

ＣＡ(チェックアクション)ベースミーティング②実施日  月 日( ) 

生徒の変容 

経験から考え、行動す

る力の変容 

各学部のテーマに関す

る生徒の変容 

 

｢何を学んだか｣｢何が

できるようになった

か｣の視点からの評価

のポイントとなる手立

て、仕掛けに対しての

変容 

 

次の単元に向けて 
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