高等部 作業学習「木工」学習指導案
日時：１１月２６日（水）２～４限
場所：木工室
対象生徒：職業生活科１年１名、２年３名
指導者：宮迫夏海、野上茂好、今村大貴
１．題材名 「納品日までに、注文数のハンガーを正確に作ろう」
２．題材設定の理由
（１）教材や生徒について
木工班では、１０月下旬に行われた文化祭での販売に向けて、６月からハンガー製作に取り組んでき
た。１１・１２月は、校内での受注作業として、継続してハンガー製作に取り組んでいる。ハンガー製
作には、
“すみつけ、切断、削り、穴あけ”等、１１の工程があり、工程によって、作業の難易度にも差
がある。そのため、全工程を一人でするのではなく、生徒の実態や能力に応じて、作業工程を分担し、
それぞれに合った工程で、正確性の高い作業を目指し取り組むようにしている。また、一人一人の生徒
の能力には差があるが、分担作業をすることで、それぞれが自分だけが担当する作業をとおして、自身
の成長を実感しやすく、自己肯定感を高めていくことができると考えている。
班の生徒は職業生活科１年生１名（対象生徒Ａ）
、２年生３名の計４名で構成されている。４名の生徒
は、説明を聞き、時間いっぱい作業に取り組む態度は身についている。しかし、手指の巧緻性の低さか
ら正確な作業が難しい生徒、正確さ丁寧さのみに意識が向き、作業に慣れてもスピードが上がらない生
徒、正確性・スピードともに問題ないが、自身の工程終了後に指示が必要な生徒など、課題は様々であ
る。
対象生徒Ａは、担当する工程を決めるため、１学期から、様々な工程の作業を経験してきた。どの工
程も手順どおりに作業することはできるが、手指の巧緻性の低さや２つの動作を同時に行うことの困難
さから、正確性の高い作業をすることが難しかった。特に、機械の動きやスピードに合わせて木材を動
かしながら、線上を切断したり削ったりする作業は困難を極めた。そのため、正確性を高めることを目
標に、道具を使った作業に取り組んだが、２年生が機械を使って上手に作業する様子を見ると、２年生
と自身を比較し、自信を失っていく様子が見られた。普段は朗らかで自ら周囲の仲間や教師に話しかけ
ることのできる生徒であるが、作業に対する自信の無さから、作業中に困りが生じても自ら教師に質問
したり、決められた作業が終了しても報告をしたりすることができなかった。そこで、本題材では、
「２
年生のように機械を使って上手に作業できるようになりたい」という対象生徒 A の思いを大切にし、機
械を使って正確に作業を行うことを目標として取り組むようにした。ただし、取り組む作業は、機械の
動きやスピードに合わせて木材を動かしながら、線上を切断したり削ったりするといった難しい作業で
はない。先に木材を固定し、その後、機械を動かして木材に穴を開けるという、それぞれの動作を１つ
ずつ順番に行うことのできる“卓上ボール盤を使用した穴あけ作業”である。２つの動作を同時に行う
ことが難しい対象生徒 A にとって、取り組みやすい作業だと考える。また、手指の巧緻性の低さを補う
ための治具を工夫することで、正確な作業を行うことができるようにする。以上のような方法で、対象
生徒 A が、機械を使って正確な作業ができたという成功体験を積み重ね、作業に対する自信を持つこと
ができるようになって欲しいと考えている。
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３．対象生徒Ａの実態
高等部職業生活科１年 男子生徒
ＩＱ４１（ＷＩＳＣ－Ⅳ ２０１３年実施）、知的障がい
一 ・身体的な障がい等はない。
般 ・言葉が若干不明瞭であったり、言葉遣いに課題があったりするが、口頭での会話ができる。
的 ・性格は真面目で、教師の指示に素直に従おうとする。
な ・自分で「できる」と思うことについては積極的に取り組む。また、他の人の手伝い等を自発的に
実

行うこともできる。

態 ・失敗することへの不安が強く、初めてのことや自信がないことについては行動をためらうことが
ある。そのため、周囲が順調に活動を進めている状況の中で困りが生じた時に、自ら教師に助け
を求めたり、周囲に働きかけたりすることが難しい。

【木工に関する実態】
・２年生の作業能力と自身の作業能力を比較し、自信を持てない状況である。
・作業方法がわからない時に自ら質問することができない。
・作業終了後に自ら報告することはできないが、教師が「できましたか？」と聞くと「５個できま
した」
「終わりました」と言うことができる。
・昨年度から継続して木工を経験している２年生のように、機械を使って上手に作業できるように
なりたいという思いを持っている。
・良いところを教師が伝えたり褒めたりすると、意欲的に取り組むことができる。
題 ・時間いっぱい作業に取り組んだり、教師の手本をよく見て、真似ようとしたりする様子が見られ
材

る。

で ・機械の動きやスピードに合わせて木材を動かしながら、線上を切断したり削ったりする作業は難
の

しい。

実 ・手先を使う細かい作業は苦手である。
態 【穴あけ作業に関する実態】（実態把握のため、１０月に１度取り組んだ結果）
〈できること〉
・教師の手本を見て取り組むことで、穴あけ作業の手順を理解することができている。
・卓上ボール盤の使い方（始動、操作、停止）を理解している。
・板状のものであれば、印の位置に正確に穴あけをすることができる。
・ハンガーの穴あけ部分の印が、卓上ボール盤のドリルの先端に合うよう、ハンガーの位置を微調
整し、ハンガーの位置を決定することができる。
〈課題〉
・ハンガーの位置を決定してから、卓上ボール盤を始動するまでの間（ハンガーを左手で固定し、
右手で卓上ボール盤のスイッチを押す間）に、ハンガーの位置がずれる。
・ハンガーの押さえ方が弱く、ドリルの先端が木材に入る時に、ドリルの振動に負けハンガーが動
く。
以上の課題により、ハンガーを固定することができないため、穴あけ印の位置に正確に穴あけをす
ることができない。
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４．題材目標と支援の方向性
（１）題材目標（対象生徒Ａ）
Ａさん

卓上ボール盤でハンガーの穴あけをする時に、穴あけ印が残らないように、正確に穴あ
けをすることができる。

（２）支援の方向性
題材目標を達成するために、以下３つの手立てを考える。
①治具の工夫
手指の巧緻性の低さからハンガーを固定することができないため、ハンガーを強固に固定できる治
具を卓上ボール盤のテーブルに取りつけることで、ハンガーのぶれを防ぐことができるようにする。
②穴あけ位置を明確に示す
穴をあけるドリルの直径は４mm で、それより少し小さな直径３mm の円の印を木材につける。また、
より正確性の高い作業を目指し、直径３mm の印の中心点を打つことで、ドリルの先端と印の中心点を
合わせやすくする。
（写真②参考）
③評価基準をわかりやすく示す
穴あけ後に、直径３mm の穴あけ印が残っていれば位置がずれたということ、印が残っていなければ
正確な位置に穴あけができたということがわかるようにする。
（写真③参考）
〈穴あけ前〉

②

〈穴あけ後〉

③
中心点

③

印が残ってない(良い製品)

印が残っている(悪い製品)

５．題材計画
【全体の計画】全６回、本時３回目（１回の扱い：１～３回は各３時間、４～６回は各２時間）
１次（１回）

①受注作業の流れ（注文、製作、納品）を知る
②注文結果をもとに、製作目標数を知る
③良否の判断基準を確認する
④正確に目標数を製作する
・作業手順、機械や道具の使い方を確認し、作業を行う
・良否を判断し、報告する
・作業進捗表に記録する（②に戻る）

２次（４回）

○１次の②～④と同じ

※本時：２回目の３時間
３次（１回）

①仕上がった製品の良否を判断する
②納品準備をする
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【個別の計画】
（対象生徒Ａ）
１次（１回）

①受注作業の流れ（注文、製作、納品）を知る
②注文結果をもとに、製作目標数を知る
③良否の判断基準を確認する
④正確に製作する ※機械の操作以外は、教師と一緒に行う
・穴あけ作業の手順と、卓上ボール盤や治具の使い方を確認する
・正確に作業する
・良否を判断し、報告する
・作業進捗表に記録する（②に戻る）

２次（４回）

○１次の②～④と同じ

※全て一人で行う

※本時：２回目の３時間
３次（１回）

①仕上がった製品の良否を判断する
②納品準備をする

６．本時
（１）題目
決められた個数の製品を作ろう
（２）対象生徒のめあて
ハンガーの穴あけ作業で、治具を使って、１５個中１０個以上、穴あけ印が残らないように穴あ
けすることができる。
（３）教具の工夫
〈

穴あけ治具 〉

〈

手順表 〉

ハンガーを間に挟んで

写真付きの手順表。

固定することができる。

作業手順がわから

穴あけ位置を調整する

なくなった場合に

ためにハンガーを左右

すぐに確認できる。

に動かすことは可能。
〈

良否判断カード

〉

〈

作業日誌・チェック表

良い製品の写真（印が

５つ作業する毎に、

残っていない）と悪い

良い悪い（○×）

製品の写真（印が残っ

を記入。すべての

ている）を示す。

作業後に、良い製
品・悪い製品の数
を記入。

〈

作業進捗表 〉

各工程の作業進度が確認できる。
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〉

（４）展開
学習活動

教師の意図と働きかけ

１．はじめのあいさつ(１分)

○教師が良い姿勢を見せることで、良い姿勢で挨拶する意識を持つよ
うにする。

２．はじめのミーティング
(５分)
（１）作業時間の確認
（２）作業分担の確認
（３）今日の製作目標数
（４）めあての発表

○ミーティングをするよう班長に言葉かけし、進行表を渡す。生徒中
心に、本日の作業について確認をすることで、作業への責任感を持
つことができるようにする。
・
（１）～（３）の作業時間や作業分担、製作目標数はホワイトボード
に事前に示しておき、それを見て班長が発表するようにする。
・
（４）前回の授業の終わりに、反省点を踏まえて次回のめあてを決め、

（５）班長より

日誌に記入したものをもとに、授業が始まる前に、各自ホワイトボ

（６）先生より

ードに記入する。ホワイトボードを見て、一人ずつ今日のめあてを
発表するように促す。
作業開始

３．作業(１３０分)

○作業の安全を確かめて、各自の作業に取りかかるよう促す。

（１）正確に作業する

・危険な状況（機械や道具の使い方、姿勢）を発見した場合は、危険

（２）５つ作業する毎に良否
の判断を行い、報告す
る
（３）良い製品の数を作業進
捗表に記録する
※（１）～（３）を目標数ま
で繰り返す

な点を伝え、改善策を考えるよう言葉かけする。また、改善策をす
ぐに実行していることを見て確認する。
○教師は作業後の報告を受けることを基本とし、良い製品の場合は褒
める。また、作業に改善すべき点がある場合は、以下のように教師
と一緒に確認する。
【作業手順、機械や道具の使い方が正しくない場合】
・手順を確認する。
・機械や道具の使い方を確認する。
【良否の判断ができない場合】
・良否判断カードを見て確認する。または、実物と見比べる。
【作業の修正ができない場合】
・教師が説明しながら手本を見せる。

（４）担当工程の目標数が達
成した場合は、別の作

○取り組むべき作業がわからない場合は、作業進捗表を見て確認する
よう言葉かけする。または、教師と一緒に確認する。

業に取り組む
作業終了
４．片付け、清掃(７分)

○自分の作業場を片付け・清掃した後、残っている作業場の片付け・
清掃に取りかかるよう言葉かけする。

５．作業日誌の記入(１０分)

○作業日誌の記入を促す。
・記入後、日誌をチェックする。生徒が記入した内容をもとに、今日
の作業と次回のめあてについてアドバイスをする。
・必要に応じて、製品の実物を見ながら改善点等を確認する。

６．終わりのミーティング
(６分)

○ミーティングをするよう班長に言葉かけし、進行表を渡す。生徒中
心に、作業の振り返りをすることで、作業の達成感を持つことがで
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（１）めあての反省と次回の
めあての発表

きるようにする。
・
（４）の「先生より」で、作業中の生徒の良かった点を認める。

（２）製作数（良い製品数・

・製作数と生徒が発表した反省点を活かしながら、課題についても気

悪い製品数）の発表

づくことができるよう言葉かけする。

（３）班長より
（４）先生より
７．終わりのあいさつ(１分)

○教師が良い姿勢を見せることで、良い姿勢で挨拶する意識を持つよ
うにする。

（５）めあての評価基準
１５個中１０個以上、穴あけ印が残らないように穴あけすることができたか。
（６）場面設定
水
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