
 

 

 

キャリア

 分教室の１年生のみなさんの授業を参観しま

した。午前中に実施した職場体験学習をふり返

り、働くときに必要なことを考えようという学

習でした。

の成果を発表したり、前向きに友だちの発表に

質問をしたりと、感心させられました。

 「寒い冬場の洗車をがんばったこと」「箱折りやシール貼りが目あての時間

内にできるようになったこと」「品出しするとき、商品を傷つけないようにダ

ンボールから取り

た。さらに、次のような発表を聴いて、感心をさせられました。

 

 

 

 

 

 

 「言われたことを正確に、速く、黙々と働き

続ける」

さらに、これからの社会では

自ら行動できる」

いかと思います。これからの高等部生活の中で、

働くために必要なさまざまな力を

 こうした学習の中で、仲間と認め合い、先生から賞賛されることで、

長野県稲荷山養護学校

平成 28 年

Ａさん：

整理し、新しいものは後ろに、古いものを手前に並べました。

Ｂさん：ホームセンターで品出しをしているとき、お客さんに品物の場所を聞かれます。

知っていることは答え、わからないときは店員さんを呼んで答えてもらいました。

Ｃさん：えのきの紙を外す作業で、周りの社員さんのペースに合わせるように、手早く

紙を外したり、ケースを押し出したりしました。

キャリア教育

分教室の１年生のみなさんの授業を参観しま

した。午前中に実施した職場体験学習をふり返

り、働くときに必要なことを考えようという学

習でした。50 分の授業を集中し、真剣に実習

の成果を発表したり、前向きに友だちの発表に

質問をしたりと、感心させられました。

「寒い冬場の洗車をがんばったこと」「箱折りやシール貼りが目あての時間

内にできるようになったこと」「品出しするとき、商品を傷つけないようにダ

ンボールから取り

た。さらに、次のような発表を聴いて、感心をさせられました。

「言われたことを正確に、速く、黙々と働き

続ける」ことも、働く上で必要なスキルです。

さらに、これからの社会では

自ら行動できる」

いかと思います。これからの高等部生活の中で、

働くために必要なさまざまな力を

こうした学習の中で、仲間と認め合い、先生から賞賛されることで、
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年(2016 年

：スーパーで味噌の賞味期限を確認する仕事で、自分

整理し、新しいものは後ろに、古いものを手前に並べました。

：ホームセンターで品出しをしているとき、お客さんに品物の場所を聞かれます。

知っていることは答え、わからないときは店員さんを呼んで答えてもらいました。

：えのきの紙を外す作業で、周りの社員さんのペースに合わせるように、手早く

紙を外したり、ケースを押し出したりしました。

教育を考える

分教室の１年生のみなさんの授業を参観しま

した。午前中に実施した職場体験学習をふり返

り、働くときに必要なことを考えようという学

分の授業を集中し、真剣に実習

の成果を発表したり、前向きに友だちの発表に

質問をしたりと、感心させられました。

「寒い冬場の洗車をがんばったこと」「箱折りやシール貼りが目あての時間

内にできるようになったこと」「品出しするとき、商品を傷つけないようにダ

ンボールから取り出したこと」等、けなげに働いている姿に頭が下がりまし

た。さらに、次のような発表を聴いて、感心をさせられました。

「言われたことを正確に、速く、黙々と働き

ことも、働く上で必要なスキルです。
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自ら行動できる」ことも、求められるのではな

いかと思います。これからの高等部生活の中で、
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スーパーで味噌の賞味期限を確認する仕事で、自分

整理し、新しいものは後ろに、古いものを手前に並べました。

：ホームセンターで品出しをしているとき、お客さんに品物の場所を聞かれます。

知っていることは答え、わからないときは店員さんを呼んで答えてもらいました。
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り、働くときに必要なことを考えようという学

分の授業を集中し、真剣に実習

の成果を発表したり、前向きに友だちの発表に

質問をしたりと、感心させられました。

「寒い冬場の洗車をがんばったこと」「箱折りやシール貼りが目あての時間
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感情（自分には価値があると

らえる気持ち）

 

 

 

スーパーで味噌の賞味期限を確認する仕事で、自分

整理し、新しいものは後ろに、古いものを手前に並べました。

：ホームセンターで品出しをしているとき、お客さんに品物の場所を聞かれます。

知っていることは答え、わからないときは店員さんを呼んで答えてもらいました。

：えのきの紙を外す作業で、周りの社員さんのペースに合わせるように、手早く

紙を外したり、ケースを押し出したりしました。

２年生の現場実習での目標

あいさつ・返事・報告をハキハキと言い、時間を見て行

動し、わからないことはすぐに聞きにいくことです。
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り、働くときに必要なことを考えようという学

分の授業を集中し、真剣に実習
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的をねらって楽しく豆まき。

 

 

 節分の日には、学校中で、豆まきが行われました。鬼に扮

した教頭先生は、大忙し。各教室を回って、ときには手荒い

歓迎を受けてくれました。学校中の鬼がいなくなり、たくさ

んの福の神がやってきてくれたことでしょう。

節分を過ぎ、春は

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このお子さんは、さらに一歩すすんで、

ことをしていました。

り組むこと

ができる状

況づくりが

大切です。

鬼は外！

中中中中

① ひもを引っ張ると、ストッパーが外れる。

② ストーン（やかん）が、坂を滑り降りる。

③ ストーンが、ピンを押し倒す。
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