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就労をめざす知的障害のある生徒への支援に関する研究 

 

山口県立田布施総合支援学校 教諭 山田 智誠 

 

１ 研究の意図                                   

(1) 社会的背景 

核家族化、少子化及び都市化の進行によって、人と人とのコミュニケーションが希薄になり、

就労に際して重要視されるモラルやソーシャルスキル（対人関係を円滑に運ぶための技術等）

を、家庭や地域社会の中で身に付けることが困難になってきた。そのため、近年、学校教育を

通してこれらの力を身に付けることが求められている。このことは、特別支援教育にも共通す

ることであり、所属校においても、職場での適応に向けた具体的な取組を考える必要がある。 

また、平成21年度から実施される新学習指導要領では、特別支援学校において、就労にかか

わりが深い「自立活動」に、「自己理解と行動の調整」等からなる「人間関係の形成」の区分が

新たに加わる。さらに、「山口県の特別支援教育」（山口県教育委員会 平成19年３月）におい

ても、生徒が「自己のもつ能力や可能性を最大限に伸ばしながら就労をめざすこと」について、

述べられている。 

 (2) 生徒を取り巻く状況 

所属校高等部の約半数の生徒が、社会自立コースという知的障害のクラスに在籍している。

その中のほとんどの生徒は事業所への就労をめざして入学し、最終的に半数程度が就職する。   

平成21年度からは産業科が設置される予定で、今後ますます生徒の就労に対するニーズが高ま

ることが予想される。 

しかし、過去５年間における離職率（各年度の就労者のうち、初めて就労した事業所を離職

した者の割合）を平均すると、その値は約４割に達している。その主な理由として、多くの卒

業生が自分に自信がもてず、就労先になじめないことを挙げている。また、生徒から教師への

相談内容を見ても、対人関係を中心に不安を抱いている者が以前より増えてきた。 

(3) 先行研究 

所属校では、平成18年度から２年間、総合支援学校体制整備モデル事業の実践校として、進

路・職業教育についての研究が行われた。その際、就労定着支援検討委員会が行った就労後３

～10年を経過している卒業生を対象とした「卒業生・保護者・事業所アンケート」では、仕事

を続けていくために必要な力として、人間関係づくりの基盤となる、「コミュニケーション能力」

が挙がっていた。また、同委員会が教職員に対して行った、「就労と定着に関する『必要な力』

を尋ねるアンケート」の結果においても、「人とのかかわり」が上位にあった。 

(4) 研究の仮説 

本研究では、「就労をめざす知的障害のある生徒に対して、自分の苦手な面を補い、得意な面

を伸ばす支援を行うことで、たくましい心（自信）が育まれるとともに、就労意欲や自立心が

向上する」と考え、高等部社会自立コースの３年生を対象に、その効果を検証することとした。 

 

２ 研究の内容 

(1) 研究全体の流れ 

  研究を行うに当たり、まず生徒の苦手な面を補う「就労に必要なコミュニケーション能力の

向上につながる支援」と、得意な面を伸ばす「自分の長所や能力に気付くための支援」の２つ

の支援を考えた（図１）。 
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 前者については、生徒がコ 

ミュニケーション能力について

の意識を高めることを目的とし

て、「コミュニケーション能力

チェックリスト」（以下「チェッ

クリスト」）を活用するとともに、

「コミュニケーションについて

考える」授業実践を行った。ま

た、支援のまとめに「ビジネス

マナーチェックリスト」を用い

て、ビジネスマナーの定着を

図った。                              

後者では、生徒の長所や能力   

を伸ばすことを目的として、「自分のことを知ろうシート」（以下「シート」）を活用するとともに、

「余暇の過ごし方について考える」授業実践を行った。また、教師がこの支援を意識して、生徒

に接していくために、「ワークショップによる教師間での検討」会を実施した。 

(2) 「就労に必要なコミュニケーション能力」の向上につながる支援 

ア  コミュニケーション能力チェックリスト 

(ｱ) 作成に当たって 

     職場での必要性が高く、自立した生活を送る上で大切なコミュニケーションスキルについ 

て検討し、「チェックリスト」（図２）の項目として採り上げた。各項目について５段階の「評 

価点」を付けることで、自分自身の「コミュニケーション能力」を把握し、目標をもって学 

校生活や日常生活を送られるようになることをねらいとした。 

項 目（聞く・話す、対人関係、状況判断について） 評価点 

１ よい距離で人とかかわる（話を聞くとき、話すとき）。  

２ 人の話を最後まで聞く（相手を見て、しゃべらずに、怒らずに）。  

３ 話されたことに意思を表す（分かったか？、分からなかったか？）。  

聞

く

・

話

す ４ 相手にきちんと話す（会釈は？、顔を見て、声の大きさは？、ふさわしい内容か？）。  

５ 場に合ったあいさつをする（出会ったとき、お願いのとき、謝るとき、感謝のとき）。  

６ 相手に応じた言葉遣いをする（目上の人、来客、集まりのときなど）。  

７ 自分のことを話す（自己紹介、趣味・特技、家族のことなど）。  

８ 人にやさしく頼む（自分の表情は？、相手が仕事中ではないか？、無理なことではないか？）。  

９ 身近な人と仲良くする（家族、学校の仲間、先生、友人）。  

10 異性にきちんとかかわる（協力し合う、べた付かない、セクハラがないなど）。  

11 周りの人とかかわる（趣味や興味で仲良くなる、作業で協力する、集会・行事へ参加するなど）。  

 

 

対

人

関

係 

12 人にやさしい言葉をかける（「お疲れ様」、「すごいですね」、「体に気を付けて」など）。  

13 自分の気持ちをコントロールする（我慢する、落ち着く、やる気を出すなど）。  

14 困ったときに何をしたらよいか考える（自分で調べる、人に聞くなど）。  

状

況

判

断 15 場の状況を読み取る（自分のことをしてよいか？、話し合うべきか？、雑談の時間か？など）。  

図２ 「コミュニケーション能力チェックリスト」（抜粋） 

(ｲ) 活用の結果及び考察 

表１は、「チェックリスト」の有用性を確かめるため、生徒を対象に10月下旬に行ったアン

ケートの結果をまとめたものである。「チェックリスト」の内容については、肯定的な意見が

90％以上を占めており、「社会に出てから必要なことが書いてあるので参考になった」などの 

就労意欲や自立心の向上就労意欲や自立心の向上
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図１ 研究全体の流れ 
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感想からも、有用性が検証できたと考える。しかし、自分の目標設定にまでつながった生徒は、

全体の３分の２程度にとどまった。 

表１ 「チェックリスト」について生徒に行ったアンケート結果（提出16人） 

４ ３ ２ １ （評価） 

４：はい   ３：まあまあ 

２：あまり  １：いいえ （各評点の割合：％） 

肯定意見 

（％） 

内容は分かりやすかったですか。 68.8 31.2 ０ ０ 100 

 内容はあなたにとって役に立つものでしたか。 68.8 25.0 6.2 ０ 93.8 

「チェックリスト」を記入することで、今の自分のコミュニケー

ション能力が分かりましたか。 
37.5 62.5 ０ ０ 100 

「チェックリスト」を記入することで、コミュニケーションにつ

いての自分の目標を見付けることができましたか。 
43.8 25.0 31.2 ０ 68.8 

定期的に「チェックリスト」を記入する必要があると思いますか。 43.8 43.8 6.2 6.2 87.6 

「チェックリスト」を記入した感想を自由に書いてください。       ※（ ）内の数字は人数を表す。 

・社会に出てから必要なことが書いてあるので参考になった。（４） ・自分が気を付けるべきポイントが分かっ 

た。（３） ・チェックリストは、すごく分かりやすく記入が簡単にできた。（２）  

同様に行った教師へのアンケート結果からは、                                            

・「チェックリスト」を記入することが、何につながるのか分かっていない生徒がいる。 

・自己評価なので、客観的に見ると現実とずれている場合もある。 

などの意見もあり、生徒と担任等による、記入内容についての話合いが必要であると考える。 

イ  「コミュニケーションについて考える」授業実践 

(ｱ) 第１回目の授業実践 

   生徒たちが、継続して働くことができなくなる原因の一つに、職場でのコミュニケーション 

がうまくいかないことが挙げられる。そこで、職場における「上司とのやり取り」について、 

適切な言動を身に付けることをねらいとして、６月下旬に授業実践を行った。 

本実践では、対人関係を円滑に運ぶことができるようになるために、ソーシャルスキルトレー

ニング（以下「ＳＳＴ」）を行った。ＳＳＴの中では、「職場の上司と作業員のやり取り」につ

いて、自作ビデオ（表２）と「チェックリスト」の項目の１～４と対応するように作成した、

ワークシート１（ビデオにおける作業員役の言動が適切かどうかを考えるためのシート）（図３）

を用いた。生徒は、やり取りにおける悪い例と良い例を比較することで、コミュニケーション

について深く考えることができた。さらに、ワークシート２（ビデオの各場面で、自分ならば

どのように発言するか、記入するシート）も用いた。なお、この授業は40分を１コマとして、

２コマ連続の形態で実施した（表３）。 

表２ 自作ビデオ「職場の上司と作業員のやり取り」の内容 

 

 
 

「話す」ことに関するチェック項目 

・相手との距離はちょうどよい？ ・顔を見ている？ ・会釈をした？ 

・表情は？（真剣に、笑顔で、恐縮して話している？） ・出会いの言葉を言った？ 

・お願い、報告をした？ ・声の大きさはちょうどよい？  

・謝り、感謝の言葉を言った？ ・上司に対しての言葉遣いはよい？ 

「聞く」ことに関するチェック項目 

・相手との距離はちょうどよい？ ・顔を見ている？ 

・表情は？（真剣に、笑顔で、恐縮して聞いている？） ・しゃべらずに聞いている？ 

・最後まで聞いている？ ・怒らずに、落ち着いている？  

・「分かりました」と言った？  

図３ 授業で用いたワークシート１（抜粋） 

ビデオ１：「日中の上司へのあいさつ」、ビデオ２：「上司に作業の終了を報告する」 

ビデオ３：「上司に作業でのミスを報告する」 
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表３ 「コミュニケーションについて考える」（第１回）学習指導案（40分×２） 

 生徒の学習活動・内容 教師の支援 

導

入 

 

＊１学期の現場実習について、感想を聞く。 

＊これまでに就職した先輩についての話を聞く。 

（以上５分） 

○生徒の意識が集中するように注意す

る。 

 

展

開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日の授業のテーマ１ 

「上司に対して的確に報告、連絡等をしよう」 

１（インストラクション）テーマに取り組む気持ちを 

高める。 

２（モデリング）ビデオを用いてモデルを示す。 

ビデオ１・２を見る。  

＊ビデオ２（悪い例）を見た後、教師の説明に従って

「ワークシート１」の所定欄に○×を記入する。 

＊ビデオ２（良い例）を見た後、教師の説明に従って

「ワークシート２」に作業員の言葉を記入する。 

ビデオ３（悪い例）を見る。 

＊ビデオ３を見た後、「ワークシート１」の所定欄に○

×を記入し問題点を発見する。 

＊自分が作業員の立場なら、上司にどのように話すか

について「ワークシート２」に書き込む。 

＊（悪い例）について、「ワークシート１」に記入した

○×の意見を発表する。間違っていたら色ペン等で

正解を記入する。 

＊「ワークシート２」に各自で予想しながら書き込ん

だ、作業員の言葉（良い例）を数名が発表する。 

ビデオ３（良い例）を見る。 

＊作業員の言葉が自分の記入内容と違う場合には、（良

い例）の会話の内容を「ワークシート２」に色ペン

等で記入する。 

３（ロールプレイ）繰り返し練習する。 

＊生徒が２人組となり、上司と作業員のやり取りをビ

デオ３を参考にして練習する。 

＊上手にやり取りをしている２人組が、前で演じる。 

＊他の生徒が感想を発表する。    （以上60分）  

 

○人付き合いの大切さについて話す。 

○繰り返し、ビデオを見せる。 

○ビデオ１を導入で用いる。 

○ビデオ２の内容を例にして、「ワーク

シート１、２」の使い方を説明する。 

○ビデオの人物のセリフをフラッシュ

カードで説明する。 

 

○「ワークシート１」（拡大版）を使用

し、正解例を示す。 

 

○フラッシュカードを用いて、（良い例）

の言葉を説明する（いろいろな表現方

法があることに注意する）。 

○当日の生徒数が奇数となった場合、教

師が相手役に加わる。 

○「ワークシート２」を見てもよいこと

を伝える。 

○肯定的なフィードバックを行う。 

 

ま

と

め 

 

 

４（フィードバック）ロールプレイについて振り返る。 

＊各２人組で、ロールプレイにおいて相手の良かった

点を発表する。 

今日の授業のテーマ２ 

「チェックリストの各項目を意識しながら毎日を送る

ようにしよう」 

＊コミュニケーション能力の大切さについて考える。 

＊「チェックリスト」を記入する（自己評価）。 

（以上15分） 

○肯定的なフィードバックを行う。 

 

 

 

○「チェックリスト」の各項目の内容を、

普段から意識して学校生活を送るこ

との必要性を伝える。   
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悪い例 良い例 

  

          

  
 

図４ 自作ビデオ「職場の上司と作業員のやり取り」（ビデオ３）の一場面 
 

図４は、自作ビデオ「職場の上司と作業員のやり取り」の一場面である。生徒は「ワークシート

２」を用いて、この場面で自分ならどうするのかを考えた後、実際に２人組になり、上司と作業

員の役を演じた。この活動を通して、生徒は各自の言動に関心をもち、上司への適切な接し方に

ついて考えることができた。また、授業の終わりに、「チェックリスト」を用いて、各自のコミュ

ニケーションスキルの習熟度を測り、今後も各項目への意識をもち続けるように方向付けた。 

(ｲ) 第２回目の授業実践 

第１回の実践時に記入した、「チェックリスト」の結果（図５、図６）を参考に、生徒が苦手と 

考えている「相手に応じた言葉遣いをする」ことに焦点を当てた（表４）。 

  図５ 評価点「３」以下を付けた生徒の割合（％）   図６ これからの課題として採り上げた生徒の割合（％）    
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表４ 「コミュニケーションについて考える」（第２回）授業実践の概要 

 第２回（10月初旬実施）40分×２ 

共通目標 「コミュニケーション能力チェックリスト」の各項目を意識しながら毎日を送るようにしよう。 

授業の目標 
目上の人（上司や先輩等）又は同僚に対して用件を的確に伝えよう。 

職場でのいろいろな立場の人への接し方を知ろう。 

使用教材 
・掲示用スライド 

・「コミュニケーション能力チェックリスト」 

・自作ビデオ「卒業生対談」 

・自作ビデオ「職場での上司への言葉遣い」 

・ワークシート３、４ 

・アンケート 

生徒の主な 

活動 

・年齢、経歴から職場の先輩と同僚の違いを考える。 

・「職場での上司への言葉遣い」の練習をする。 

・目上の人へ「質問をするとき」の会話について、適切な表現方法を考える。 

・２人組でロールプレイ後、互いを評価する。 

・アンケートへ感想等を記入する。 

留意した点 
・職場では「流行語」、「若者言葉」は使わず、「です・ます調」の丁寧語を用いる。 

・生徒が就労先では言葉遣い等に対して、周りからの評価を受けるという意識をもつ。 
 

授業の導入部では、年齢、経歴から職場の先輩と同僚との違いを考えた。今回も「ＳＳＴ」の

手法を用い、「職場での上司への言葉遣い」について、自作ビデオ及びワークシート３（図７）を

用いて、言葉遣いの練習を行った。特に、職場では「流行語」、「若者言葉」は使わず、「です・ま

す調」の丁寧語を用いるべきであることを強調した。 

本実践では、生徒が卒業後の就職先で接することとなる、目上の人（上司や先輩等）又は同僚

への適切な言葉遣いを身に付けられるよう、実際に職場で用いる可能性が高い会話内容を採り上

げた。また、生徒は職場でいろいろな立場の人との会話を円滑に進めることや、コミュニケーショ

ンの大切さについても学習した。 
 

１ お休みをいただきましてありがとうございました。 

２ 昨日の仕事は細かい作業で大変でした。 

３ 
先ほど山本さんから電話があり、電車の事故で出社

が30分ほど遅れるそうです。 

４ 報告があります。 

５ 何分後に連絡に来たらよろしいでしょうか？ 

６ 今、社長から電話があり、「急いで本部まで来てほし 
い」とのことでした。 

７ 次の作業の指示をお願いします。  
「若者言葉」等は、職場では使いません。 

「です・ます調」の丁寧語を使おう！ ８ 出荷作業がすべて終わりました。 

図７ 自作ビデオ「職場での上司への言葉遣い」の一場面及び授業で用いたワークシート３（抜粋） 
 

ロールプレイでは、生徒が２人組となり、ワークシート４（図８）を用いて、目上の人又は同

僚の役を交代しながら演じた。その際、就労先では言葉遣いに対して周りの人から評価を受ける

という意識をもてるようにするため、評価のポイントを参考に、互いにＡ～Ｄの評価を記入した。 
  

３（退社のとき）                     ﾁｪｯｸ欄                                     ﾁｪｯｸ欄 

《自分が先に退社する場合》  《自分が先に退社する場合》  

自分：お先に失礼します。  自分：それじゃ、お先に。  目

上 目上の人：ご苦労さま。  

同

僚 同僚：お疲れさま。  

《目上の人が先に退社する場合》  

目上の人：それじゃ、お先に。  目

上 自分：お疲れさまでした。  

（評価のポイント） 

・顔を見ている？ 

・表情は？ 

・声の大きさは？ 

Ａ：よくできている。 

Ｂ：まあまあできている。 

Ｃ：あまりできていない。 

Ｄ：できていない。 

図８ 授業で用いたワークシート４（抜粋） 
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最後に、現在事業所で活躍している所属校の卒業生が、「職場での言葉遣い」等について話し合っ

たビデオ「卒業生対談（職場で気を付けていること）」（図９）を視聴した。 

                    
   図９ 自作ビデオ「卒業生対談」の一場面     図10 第２回授業のビデオでのモデリングの様子       

(ｳ) 授業実践（第１回及び第２回）における結果及び考察 

表５ 第２回の授業実践について生徒に行ったアンケート結果（抜粋） 

評価したり評価されたりすることについてどのように感じましたか。    ※（ ）内の数字は人数を表す。 

・自分の評価が少し不安だった。（５） ・言葉遣いを評価したり、評価されたりすることが勉強になった。（３） 

・評価されてみて、私はまだここがいけないと理解することができてよかった。（２） 

 ビデオの内容（会話の練習、先輩の話合い）についてどのように感じましたか。 

・すごく勉強になったし分かりやすかった。（７） ・言葉遣いが上手だった。（４） ・将来職場で役立てたい。 

（２） ・敬語や言葉遣いが大切だと思った。（２） ・会話の練習では顔の表情がその場に合っていた。（２） 

 今日の授業の感想を自由に書いてください。 

・目上の人と同僚について、言葉の遣い方が学べてよかった。（７） ・学校生活や将来に役立てたい。（４） 

・ビデオの内容がすごく分かりやすかった。（５） ・これから少しずつ言葉遣いを直していきたい。（３） 
   

  第１回及び第２回の授業実践について、有効性を確かめるために実施した生徒及び教師へのア

ンケート結果（表５～表７）には、「ビデオでのモデリング（図10）やロールプレイによって、内容

がよく理解できた」、「学校生活や将来に役立てたい」との回答があった。また、「分かりやすかっ 

たですか」、「役に立つものでしたか」の項目については、「はい」、「まあまあ」という肯定的意見

が90％程度を占めた。このことから、自分たちにとって身近な人物が登場するビデオを用いた授

業に、多くの生徒が興味・関心を示したことが分かる。 

特に、第２回の授業実践について生徒に行ったアンケート結果（表５）からは、「言葉遣いを評

価したり、評価されたりすることが勉強になった」、「評価されてみて、私はここがまだいけない

と理解することができてよかった」などの意見があり、就労先では言葉遣いに対して、周りの人

からの評価を受けるという意識が高まったといえる。さらに、「将来職場で役立てたい」、「これか

ら少しずつ言葉遣いを直していきたい」という意見からも、勤労意欲や自立心及び就労に必要な

コミュニケーション能力の向上につながったと考える。    

しかし、教師へのアンケートでは、「授業は分かりやすかったですか」という項目に対して、評

価点４が生徒よりも少なかった。これは、「ロールプレイにもっと時間をかけてもよかった」とい

う意見に代表されるように、限られた時間の中で多くの内容を扱おうとしたためではないかと考

える。 

表６ 第１回の授業実践についての教師の感想（抜粋） 

・現場実習先から、会話の仕方を指摘された生徒への適切なアドバイスの方法が私自身よく分からなかったが、

「出会いの際に用いられる言葉」は、身に付けておくと役に立つと思った。良いヒントになった。 

・生徒の卒業後（在学中も）を考えると、コミュニケーション能力はキーワードだと思うので参考になった。  

・ビデオでのモデリングは効果的だと思う。ワークシートの見本版が分かりやすかった。 

・こういった授業での学習を、いかにして定着させていくかということが大事だと思った。 

・生徒が２人組となり、ロールプレイしたところが良かった。どのように言ったらよいか、セリフもよく分かっ

た。さらに「申し訳なさそうに」などの態度にも言及していたことが、とても良かったと思う。  

・生徒が一番活動的になるのはロールプレイの部分だと思うので、ここにもっと時間をかけてもよかった。 
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表７ 第２回の授業実践についての教師の感想（抜粋） 

 ビデオの内容（会話の練習、先輩の話合い）をどのように感じましたか。 ※（ ）内の数字は人数を表す。 

・就職をめざしている生徒には、字幕入りのビデオや卒業生の音声が分かりやすく、就労への興味がわく授業内 

容であった。（６） ・教師が説明するより先輩の実体験の方が、生徒の心には響くような気がした。 

 今日の授業の感想を自由に書いてください。 

・丁度、言葉遣いや人の呼び方について考えているときだったので、大変興味深く授業を拝見した。 

・「コミュニケーション能力」についての支援を考えるときで、改めて「言葉」の重要性に気付かされた。 

・ビデオやパワーポイントを使って分かりやすく説明してあり、生徒が興味をもって取り組んでいた。 

・高いレベルの授業内容に全員が頑張って取り組んでいて驚いた。「チェックリスト」の内容が分かりやすく、

各項目を意識しながら過ごすことが大切であると感じた。ロールプレイにも考えながら取り組んでおり、あら

ゆる生徒に得るものがあったのではないか。言葉遣いの説明も分かりやすかった。 

・今回のような言葉遣いについて、作業学習の場ではきちんとやろうという考え方もある。生徒のアンケートの

回答内容を見ると、就労の際にはコミュニケーションが大切であるという意識が出てきたようである。 

ウ  「チェックリスト」における自己評価点の推移と結果 

特徴としては、５段階評価点を付ける際に、ほぼ同時期では生徒の方が担任よりも評価点が高

いこと、また、生徒が10月上旬に２回目の記入をした際に、自己評価点が下がったことが挙げら

れる（表８）。このことは、自分自身の行動を客観的に厳しく振り返られるようになったことや、

現場実習前の不安感や自信のなさがあることを表していると考える。 

担任が記入した評価点の全体平均値は、８月中旬と11月初旬を比較すると3.17から3.29に上昇

した。その要因としては、第２回の実践で取り組んだ、「相手に応じた言葉遣いをする」について

の評価点の平均値が上昇したことが挙げられる。 

また、10月下旬に生徒の自己評価点の全体平均値が3.61となったことからも、授業実践と現場

実習により、生徒がコミュニケーション能力を高めるために前向きに取り組んだことが分かる。 

     表８ 「チェックリスト」における自己評価点の推移と結果 
 

６月下旬 10月上旬（授業実践・現場実習前） 10月下旬（授業実践・現場実習後）  

生

徒 

 

【3.85】（14人実施） 
※【3.17】という担任の数値との間

に開きが見られる 

 

 

【3.52】（17人実施） 
※14人中11人が前回より低下 

 

 

【3.61】（15人実施） 
※15人中８人が前回より上昇 

（３人が変化なし） 

 

 

８月中旬 11月初旬 担

任 
【3.17】（生徒17人分） 
※担任より生徒の自己評価の方が

良い者は、14人中10人 
     

【3.29】（生徒17人分） 
※担任より生徒の自己評価の方が

良い者は、14人中８人 

※【 】は自己評価点の全体平均値 

エ 「ビジネスマナーチェックリスト」の作成及び活用の結果 

  「就労に必要なコミュニケーション能力」を向上させる支援の最後に、卒業後に直面するビジ

ネスマナーについて意識してもらうため、11月上旬に生徒17人を対象に「ビジネスマナーチェッ

クリスト」（図11）を用いて授業実践を行った。チェックリストの問題ごとの誤答者数を見ると、

「31.報告の仕方は」が13人（誤答者率76.5％）と最も多かった。以下、「20.いやなことをする

ときは」が６人（誤答者率35.3％）、問題番号１、28、43、47が５人（誤答者率29.4％）であった。 

全53問中での正答率の平均が86.4％であったこと、また生徒及び教師へのアンケート結果には、

「チェックリストの表現内容が分かりやすかった」などの感想があったことから（表９、表10）、

正誤についての二者択一問題という表記方法、難易度等は適切であり、内容の定着も見られたこ

とが分かる。ただし、作者の意図とは別の解答であっても選んだ理由を聞くことにより、場合に

よってはそちらの方がより自然な行動といえることもあり得る。また、このチェックリストを用

いることによって、教師が生徒と話し合うきっかけをつくることもできると考える。 

自分自身の行動全般を振り返られるようになった 

現場実習前の不安感や自信のなさがある 

授業・現場実習で、コミュニケーション能力

を高めるために前向きに取り組んだ 
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※白沢節子、『経営実務セミナー これで差がつく！新人ビジネスマナー』より引用し作成 

図11 「ビジネスマナーチェックリスト」（抜粋） 

表９ 「ビジネスマナーチェックリスト」について生徒に行ったアンケート結果（抜粋、提出17人） 

４ ３ ２ １ （評価） 

４：はい   ３：まあまあ 

２：あまり  １：いいえ 
（各評定の割合：％） 

肯定意見 

（％） 

授業内容は分かりやすかったですか。 76.5 23.5 ０ ０ 100 

 授業内容はあなたにとって役に立つものでしたか。 76.5 23.5 ０ ０ 100 

チェックリストはあなたにとって役に立つものでしたか。 70.6 29.4 ０ ０ 100 

チェックリストを記入することで、今の自分のビジネス 

マナーについての能力が分かりましたか。 
76.5 17.6 5.9 ０ 94.1 

チェックリストを記入することで、ビジネスマナーに 

ついての目標を見付けることができましたか。 
41.2 52.9 5.9 ０ 94.1 

チェックリストを記入した感想を自由に書いてください。        ※（ ）内の数字は人数を表す。 

・将来に役に立つことばかりだったので、とても勉強になった。（９） ・解答をすることで、自分の目標と能

力が分かってきた。（４） ・チェックリストの表現内容が分かりやすかった。（３）               
 

表10 「ビジネスマナーチェックリスト」についての教師の感想（抜粋） 

・現場実習の前後の指導に利用できそうだ。間違っても残った選択肢が正解となるので、これからどうしたらよ

いかが分かりやすかった。生徒のふさわしくない行動の原因が分かり、とても参考になった。 

・数名の生徒は間違った問題から自分の課題が見付けられるが、支援の必要な生徒は間違った問題と今後取り組

むべき課題が結び付けられないと思うので、更に２時間くらい使って考えさせたい。 

(3) 生徒が自分の長所や能力に気付くための支援 

ア 「自分のことを知ろうシート」の作成及び活用 

(ｱ)  作成に当たって 

生徒が在学中に自分の性格や特徴について早めに気付き、自己肯定感をもち前向きに物事

に取り組むことにつながるように、「自分のことを知ろうシート」（図12）を作成し、授業等

において活用した。作成に当たっては、次の５点に留意した（表11）。 

表11 「自分のことを知ろうシート」作成上の留意点 

１ 

シート１（コミュニケーション編）・シート２（学習編）・シート３（行動編）及び「ふりかえりシー

ト」を作成し、授業内容によって使い分けができるようにする（シート１の質問内容は「チェック

リスト」と同じである）。「ふりかえりシート」において「特に大切だと思う質問内容」を挙げ、今

後の各自の課題と改善方法を検討する。 

２ 自分の長所や能力に気付く内容とする。 

３ 自立した生活を送る上で必要なスキルを採り上げ、分類し、題を付ける。 

４ 「できている」かどうかが、判断しやすい項目を採り上げる。 

５ 一番得意な質問内容を自分で確認できるようにする。 

      

次の１～53のビジネスマナーについて、Ａ、Ｂのうち正しい方に○を付けてください。 

１ 

 

通勤や勤務中の身だしなみは、 

（Ａ 自分の好みを第一に考える  Ｂ 清潔感や上品さを第一に考える）。 

20 

 

いやなことをするときは、 

（Ａ 気持ちを抑えて働く  Ｂ 無理をせずはっきりと気持ちを出して働く）。 

28 

 

指示・命令されたことはその場で 

（Ａ 理解できていても繰り返して言い確認する  Ｂ 理解できたときは繰り返して言う必要はない）。 

31 

 

報告の仕方は、 

（Ａ 途中の様子を先に結果を後に言う  Ｂ 結果を先に途中の様子を後に言う）。 

43 

 

会社の個人や仕事上の情報は、 

（Ａ 少しくらい言っても許される  Ｂ だれに対しても言うべきではない）。 

47 

 

今日中にすべき仕事が、終業時間を過ぎても終わっていないときは、 

（Ａ 翌朝に回す  Ｂ 残業してでもその日のうちにする）。 
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質 問（習慣、ルール、意欲、行動について） できる 

１ 自分のことは自分でする（歯みがき、風呂に入る、布団をしくなど）。  

２ 健康に気を付ける（早寝早起き、バランスのとれた食生活、体力アップなど）。  

３ 生活に関するよい習慣がある（掃除をする、洗濯をする、食事の準備、家の手伝いなど）。  

４ 整理整頓する（机上・ロッカー、自分の部屋、本棚、整理ダンスなど）。  

習

慣 

５ １日のうちで、自分のしたいことがある（仕事、趣味・特技、生きがいなど）。  

６ 時間が長くかかるときに我慢して待つ（順番に並ぶ、全員の集合まで待てる）。  

７ 忘れ物をしない（学校への提出物、宿題、家庭に持って帰るもの、買ったものなど）。  

８ 決まったルールを守る（学校の決まり、交通ルール、人との約束、レンタル期間など）。  

ル

｜

ル 
９ うそをつかない（学校で、家庭の中で、仲間との間で）。  

10 与えられた仕事は最後までやる（コツコツと、集中して、遅くなってもなど）。  

11 期待されている作業をする（スピード、正確さ、丁寧さなど）。  
意

欲 
12 将来なりたいものがある（目標、夢、あこがれ、資格を取るなど）。  

13 計画を立てて行動する（目標を立てる、予定を作る、計画をまとめるなど）。  

14 思ったことを実行する（チャレンジ精神がある、指示に従う、計画を実行するなど）。  

15 予定が突然変わっても対応する（学校で、家庭の中で、仲間との間で）。  
行

動 
16 危険に対する意識がある（不審者、悪い人からの誘い、有害メールなど）。  

上の質問内容の中で、今のあなたが最もできるものは何でしょうか。質問内容を写してください。 

 
 

図12  「自分のことを知ろうシート（行動編）」（抜粋） 

(ｲ) 活用の結果及び考察 

 生徒が、７月上旬に各「シート」の項目の中で自分ができていると考えて「○」を付けた数（全 

体の平均／質問数）は、13.3/15（シート１）、14.8/17（シート２）、13.9/16（シート３）であった。

同様に、２回目の10月下旬においても質問内容全体の８割以上に「○」を付けていた。10月下旬

に実施したアンケート結果（表12）からも、「シート」を活用することにより、かなりの生徒が現

在の長所や能力を把握でき、「これからの自分の目標が見付かった」という感想からも、勤労意欲

や自立心の向上につながったといえる。 

しかし、自分の目標設定にまで、つながらなかった生徒が全体の４分の１おり、活用後の教師 

の感想（表13）には、「生徒たちにこのシートの内容を今後どう意識付けるかが課題だと思う」と

いう意見があった。このことから、記入内容や目標設定について、担任や保護者と話合いを行う

とともに、今後は「シート」を低学年から活用する必要があると考える。             

表12 「自分のことを知ろうシート」について生徒に行ったアンケート結果（抜粋、提出16人） 

４ ３ ２ １ （評価） 

４：はい   ３：まあまあ 

２：あまり  １：いいえ （各評定の割合：％） 

肯定意見 

（％） 

授業は分かりやすかったですか。 62.5 25.0 12.5 ０ 87.5 

 内容はあなたにとって役に立つものでしたか。 68.8 18.7 12.5 ０ 87.5 

シートを記入することで、今の自分にできることが 

分かりましたか。 
56.3 37.5 6.2 ０ 93.8 

シートを記入することで、今の自分の目標を見付ける

ことができましたか。 
43.8 31.2 25.0 ０ 75.0 

シートを記入した感想を自由に書いてください。            ※（ ）内の数字は人数を表す。 

・これからの自分の目標が見付かった。（４） ・自分がどれだけできるかが、改めてこのシートをやって分かっ

た。（３） ・シートの内容から、社会に出てからのことが大変参考になった。（２） 
 

表13 「自分のことを知ろうシート」についての教師の感想 

・定期的にシートを記入し、継続して「自分のこと」を見直すとよいと思った。 

・自分を知ることでその先に何があるかに気付かせる手だてがあるとよいと思う。 

・生徒たちにこのシートの内容を今後どう意識付けるかが課題だと思う。 
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イ ワークショップによる教師間での検討 

「生徒に自分の得意な面を気付かせる支援の方法」について、教師が意識し、生徒に接してい    

くため、９月中旬に次のテーマに関する校内研修会を実施した。就労のための支援に直接的にか

かわる高等部の教師を対象に、表14の要領により班に分かれ、ワークショップ形式で行った。          

（テーマ）ア 「自分のことを知ろうシート」に基づいた具体的な授業展開について  

イ 「自分のことを知ろうシート」以外の具体的な支援の方法について 
 

表14 ワークショップ活動の全体の流れ（所要時間：１時間30分） 

プロセス 活動範囲 活動内容 活動上の注意点 時間 

導入 全体 全体の流れの説明 活動の主旨を説明する。 ５分 

グルーピング 

 

全体 

 

グループづくり 

 

テーマごとに班分け（６班）を行

う（リーダーを選ぶ）。 

５分                        

 

グループワーク 

ワーク１ 

 

 

小グループ 

 

 

 

テーマ選び アを選んだ班は、「シート」１～３

のどれについて話し合うか考える

（イを選んだ班は、以下に移る）。 

５分 

 

 

 

ワーク２ 

 

 

 

意見の記入 

 

各自がテーマに沿った考えをメモ

紙に記入し、模造紙にはる。 

15分 

 

ワーク３ 

 

 

 

グルーピングとネーミング 

 

関連のある内容のメモ紙をまと

め、ネーミングを行う。 

15分 

 

ワーク４ 

 

 

 

実践方法の提案の検討 

 

実現の可能性や改善策はないか話

し合う。 

15分 

 

フィードバック 

 

全体 

 

意見の共有化 

 

各グループリーダーによる発表を

行う。 

20分 

 

まとめ 全体 ふりかえりシート（アンケート）

の記入 

ワークショップの気付き及び感想

等を記入する。 

10分 

 

表15 各班における検討内容 

テーマ・ア（「シート」に基づいた具体的な授業展開について） 

（１班）行動編を用いた授業展開 

「人から見た自分（自己評価と客観的評価）→自分自身の探求→自分の良さを生かした職業選択」というサイク

ルで１年ごとの自分を確認する。 

（２班）コミュニケーション編を用いた授業展開 

導入（自己紹介、友だちの良い所を見付けてあげる。）→展開（「シート」

に基づいた教師によるロールプレイを行う、「シート」を完成する。）→ま

とめ（自分が最もできるものを発表する、「なりたい自分」について書く。） 

（３班）コミュニケーション編を用いた授業展開 

・「シート」を基に、自分ができることを苦手な子に助言する授業。 

・ＳＳＴを基に展開する授業。 

・「シート」を基に、良い所を自分、友だち、教師から知る授業。 

 

 
 

    図11 ２班で検討した内容 

（４班）コミュニケーション編を用いた授業展開 

「シート」を用い、クラス全員がお互いの良い所を見付けて書く。→他の人から見た、自分が気付いていない良

い所を知る。→自分の良い所を社会にどう生かすかを自分で考える。 

（５班）学習編を用いた授業展開：「15．時間や時刻が分かる」についての展開例 

導入（時計を女子からもらう。）→展開（「僕は愛されている」という意識

になる。）→まとめ（自信につながる、自己肯定感が高まる。）→結果（「僕、

時間を守ります、頑張ります」という意識になる。） 

テーマ・イ（「シート」以外の具体的な支援の方法について） 

（６班）「クラスメート・教師の良い所探し」 

クラスメート・教師から自分の良い所を言ってもらう、終わりの会でクラ

スメートの良い所を発表し合う、良い所を伸ばせるような役割を与える、

学校行事で生かす、教師間で情報を共有する、普段からできるだけ褒める、

スポーツマッチを企画する。 

 

 

 

 

 

 

  各班における検討内容は表15のようになり、参加教師に行ったアンケート結果（表16）からは、

「教師間の話合いの大切さ」や「自己肯定感が育つよう生徒を褒めること」を学んだという意見

が多く挙がっていた。 

 ２班で検討した内容 

 ６班で検討した内容 
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表16 ワークショップについての参加教師に行ったアンケート結果（抜粋、提出25人） 

４ ３ ２ １ （評価） 

４：はい   ３：まあまあ 

２：あまり  １：いいえ （各評点の割合：％） 

肯定意見 

（％） 

今回のワークショップは楽しかったですか。 84.0 12.0 4.0 ０ 96.0 

今回のワークショップはあなたにとって役に立つものでしたか。 72.0 24.0 4.0 ０ 96.0 

 今回の研修で気付いたこと、学んだことは何でしょうか。        ※（ ）内の数字は人数を表す。 

・１人で良いアイディアが浮かばなくても、多くで話し合えば素晴らしい案が浮かぶこと。（７） ・生徒に「自 

分の得意な方面」の視点をもって接することを忘れていた。（５） ・自己肯定感を味わわせることが大事であ 

る。（４） ・生徒をある程度イメージすると話を進めることができた。（３） 

 今後、学級・授業・生徒指導等で取り組んでみようと思うことは何でしょうか。 

・自己肯定感が育つような褒める場面を１日のうちで、たくさん展開していきたい。（６） ・自分を知る、客

観的に見ることに気付くようなきっかけを、教師や友だちとのやり取りの中でつくる。（５） ・シートを生徒

の実態把握や生徒理解のための情報源として使いたい。（５） ・ＳＳＴを行う。（４） 

ウ 「余暇の過ごし方について考える」授業 

(ｱ) 「レジャーだより」の作成及び配付 

  授業に取り組む前に、自作の「レジャーだより」（図13）を３回配付し、余暇の過ごし方への

関心を高めようとした。初回には、作成者自身の余暇の使い方や、所属校の全学部の教師を対

象に実施した、「余暇利用についてのアンケート」の結果を載せた。また、第２回には、イン

ターネットから閲覧できる、「2007年度版障害者（児）福祉の手引き」や「やまぐち障害者いき

いきプラン2003～2010」等の情報を紹介した。第３回には、就労定着支援検討委員会が行ったア

ンケート結果から、所属校の卒業生の「余暇の過ごし方」や「持っている免許」についての情

報等を掲載した。 

  Ｎｏ．１  平成２０年９月１８日 

 
お久しぶりです、山田です。また、10月に数回授業でみなさんにお目にかかります。 

今回から何回かに分けて、レジャー（余暇
よ か

）（＝自分で自由に使える時間）についての情報をお知

らせします。10月下旬の授業に関わる内容なので、家族の方としっかりと読んでみてください。 

 

  

（その１・家庭菜園）              

私の住んでいる教職員住宅には小さな庭が付いています。そこで季節の野菜やくだものを作るの

が１つ目の趣味です。今年はいちご、トマト、ジャガイモ、サツマイモ、オクラ、ゴーヤなどを作

っています。今は単身赴任なので週末しか面倒を見れないのですが、作物は自分の子供のようにか

わいいです。また、収穫して我が家でありがたくいただくのも楽しみです。 

（その２・釣り） 

春はメバル、夏はアジ、冬はハゲ（カワハギ）というように、季節によって釣る魚は違いますが、

一年中釣りをしています。実は自分の小さな船（５人乗り用）も持っています。釣った魚はさしみ

や煮つけ、塩焼き、南蛮漬けなどにしておいしくいただいています。田布施の先生とも「釣りクラ

ブ」を作り、交友関係が広がりました。 

（その３・スキー） 

私の体形からは誰も想像付かないと思いますが、20代の後半から１年に数回は芸北やめがひら、

191などのスキー場に行っています。スノボーはさすがにムリですが、初心者コースならばっちり

滑れます。これも知り合いの先生とのコミュニケーションの機会となっています。 

（その４・資格取得の勉強） 

ある先生の影響で数年前から急に目覚めて、各種の資格取得にチャレンジしています。船の運転

免許や危険物（甲種）、食生活アドバイザー（３級）の資格を最近取りました。若いときから頑張っ

ていたらよかったなぁとつくづく思います。 

 
 寄宿舎の人は、放課後のクラブ活動で陸上やバトミントン、バレーボール、バスケットボールな

どの運動やパソコン、生け花、ハンドベルなどのサークル活動をやっていると思います。それ自体

も楽しいと思いますが、普段あまり話さない人との会話や色々な予定を立てることも楽しみの一つ

になっているのではないでしょうか？ 余暇にはそのような、いつもあまり意識しないメリットも

あると思います。  

（ワークシート）    余暇
よ か

の過
す

ごし方
かた

について 

（  ）月
がつ

（  ）日
にち

  名前
な ま え

（                ） 

余暇
よ か

とは、「自分
じ ぶ ん

で自由
じ ゆ う

に使
つか

える時間
じ か ん

」のことです。あなたはどのように余暇
よ か

を楽
たの

しんでいますか。 

１ それぞれの余暇
よ か

の良
よ

い面
めん

を書
か

いてください。 

① 自分
じ ぶ ん

1
ひと

人
り

で楽
たの

しむもの 

 

② 仲間
な か ま

と一緒
いっしょ

に楽
たの

しむもの 

 

③ 地域
ち い き

での活動
かつどう

 

 

④ 生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

 

 

２ あなたのいつもの余暇
よ か

の過
す

ごし方
かた

を書
か

いてください。 

 

 

３ あなたの余暇
よ か

の過
す

ごし方
かた

について、友
とも

だちからアドバイスをもらいましょう。 

 

 

４ 「レジャーだより」を参考
さんこう

にして、１の①～④について自分
じ ぶ ん

にできそうな余暇
よ か

の過
す

ごし方
かた

を書
か

い

てください。 

①  
 

②  
 

③  
 

④  
 

５ あなたにとって卒業
そつぎょう

して考
かんが

えられる友
とも

だちとは誰
だれ

ですか。 

 

 

 

 

 

 

６ ５の友
とも

だちと休
やす

みが違
ちが

ったとき、あなたならどうしますか。 

 

 

７ ５の友
とも

だちと休
やす

みが違
ちが

ったとき、余暇
よ か

を一緒
いっしょ

に過
す

ごす仲間
な か ま

にはどのような人
ひと

が 考
かんが

えられますか。

 

 

 
図13  「レジャーだより」（抜粋）         図14  「余暇の過ごし方について」のワークシート 
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(ｲ) 「余暇の過ごし方について考える」授業実践  
10月下旬に、生徒の趣味・特技を生かし、得意な面を伸ばすために「余暇の過ごし方について

考える」授業実践を行った。仲間と一緒に楽しむ、地域での活動に参加するなど、余暇の過ごし

方のレパートリーを増やすことにより、人とのコミュニケーションの機会が増え、視野を広げる

ことができることに気付いてほしいと考えた。余暇を通して、職場においても交友関係が広がり、

就労が円滑に進むことが期待できる。また、職場で対人関係への不適応等によりストレスにさら

された際にも、気分を転換することで困難を乗り越えられる可能性が広がる。さらに、地域での

活動や生涯学習という面からも、これからの生きがいや自己肯定感につながる余暇の過ごし方を

見付けてほしいと考えた。 

本時では、「余暇の過ごし方について」のワークシート（図14）を活用しながら授業を進めた。

まず、余暇を「自分１人で楽しむもの」、「仲間と一緒に楽しむもの」、「地域での活動」及び「生

涯学習」に分け、それぞれの良い面を挙げるようにした。次に、現在の余暇の過ごし方について

見直すため、自分のことをよく知る友だちからのアドバイスをもらいながら、今後取り組めそう

な余暇を分野ごとに考えるように働き掛けた。 

そして、事前に視聴した「就労している卒業生の

余暇の過ごし方」についての自作ビデオの内容を振

り返り、余暇を上手に過ごすことによって、生活に

めり張りを付けている人が多いことに気付くように

した。最後に、仲間と一緒に余暇を過ごす場合には、

高等部の友だちを始め、特定の人に迷惑をかけない

という意識をもつよう促した。 

(ｳ) 授業実践における結果及び考察 

    学習活動で一番盛り上がったのは、ワークシート   

の項目３の「余暇の過ごし方について友だちからア  

ドバイスをもらう」時間であった。ワークシートは  

回収し、担当教師がアドバイスを記入して後日返却した（図15）。ワークシートの記入内容による 
 

表17  「余暇の過ごし方について考える」授業実践についての生徒に行ったアンケート結果（抜粋、提出16人） 

４ ３ ２ １ （評価） 

４：はい   ３：まあまあ 

２：あまり  １：いいえ （各評点の人数：％） 

肯定意見 

（％） 

授業は分かりやすかったですか。 75.0 25.0 ０ ０ 100 

 内容はあなたにとって役に立つものでしたか。 62.5 31.3 6.2 ０ 93.8 

「レジャーだより」はあなたにとって役に立つものでしたか。 56.3 43.7 ０ ０ 100 

 ビデオ内容（就労をしている卒業生の余暇の過ごし方）をどう思いましたか。※（ ）内の数字は人数を表す。 

・ゲームやＣＤで余暇を過ごしている人が多かった。（６） ・工夫して過ごしている人が多いと思った。（４） 

・仲間と遊ぶ人が多かった。（３） ・会話は大事だと思った。（２） ・地域活動をしている人がいて驚いた。 

 余暇を①自分１人で楽しむもの、②仲間と一緒に楽しむもの、③地域での活動及び④生涯学習に分けましたが、

これについてどう思いましたか。 

・大事なことだと思った。（３） ・とても良く分かった。（３） ・多くの人と関わることが分かった。（２） 

 余暇の過ごし方について、友だちからアドバイスをもらってどのように感じましたか。 

・苦手なことを頑張りたい。（６） ・いろいろな過ごし方に気が付いた。（３） ・そのとおりだと思う。（３） 

 余暇を過ごすとき、決まった人に迷惑をかける場合をどのように思いますか。 

・いけないことだと思う。（８） ・きちんと謝らなければならない。 ・事前に予定を聞いておく。 

 今日の授業の感想を自由に書いてください。 

・とても分かりやすく、いろいろ勉強になった。（10） ・楽しかった。（２） ・余暇の過ごし方が増えた。     

 
図15  アドバイスを記入したワークシート 
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と、生徒の現在の余暇の過ごし方は、「テレビゲームをする」、「ビデオを見る」、「音楽を聴く」、

「メールのやり取りをする」などの閉鎖的で限定されたものが多かった。しかし、授業後の生

徒へのアンケート結果（表17）からは、「卒業生には、余暇を工夫して過ごしている人が多いと

思った」など、余暇の過ごし方の重要性や、人間関係を広げることの大切さに気付いたという

意見もあった。 

                         

３ まとめと今後の課題                 

  (1) 研究のまとめ                

   今回は、生徒にとって身近な人物が登場するビデオや各種のチェックリスト及びシートを用

いて授業実践等を行った。多くの生徒が苦手な面を補い、得意な面を伸ばす支援に興味・関心

を示し、真剣に授業等に取り組んでいた。そして、このことが就労意欲及び自立心の向上につ

ながっていた。   

就労をめざす生徒の夢をかなえるには、コミュニケーション能力を高め、自己理解に役立ち

自己肯定感につながる支援が有効であり、そうした支援を継続的に実施するための学校での枠

組みを考えていかなければならない。同時に生徒も、自分のために職場が何かをしてくれるの

を期待するのではなく、自分が職場のために何ができるのかを考えるように意識の転換を図る

べきである。そのために、教師は特別支援教育の考え方が教育全般に与える影響の大きさを自

覚しつつ、生徒や保護者とともに、刻々と変化している教育関係の情報を素早く収集し、活用

しながら関係機関と連携していく姿勢が大切であると感じた。 

なお、本研究で作成した各種のチェックリストやシート、「レジャーだより」等の資料は、や

まぐち総合教育支援センターのＷｅｂサイト上に公開する予定である。 

 (2) 今後の課題                   

   就労をめざす知的障害のある生徒に必要な力を、常に客観的に分析するとともに、本研究に

おける支援内容の汎用性を追究し、新たな内容を加えながら系統立てることにより、小・中・

高の学部間の緊密な連携によるキャリア教育の実践につなげていきたい。また、保護者・事業

所のニーズを踏まえつつ、生徒個々の特徴や能力を生かすことにより、「たくましい心又は自信」

を生徒の中に育て、就職率及び就労後の定着率の向上をめざしていく必要がある。    
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