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1 モデル授業実施計画
1．題材について

本校は、知的障がいのある生徒が就労を通じた社会的自立を目的としている特別支援学校である。ライフ
デザインの授業は、職業に関する教科であり、「進路獲得に向けて取り組む単元」、「自己理解を深めるため
の単元」、「社会資源の活用や社会的なマナーを学習する単元」の 3本柱で展開している。今回は「進路獲得
に向けて取り組む単元」である。
本時は、企業に就職した際に自分がどのような社会保険に加入するのか具体的なイメージが持てることを

ねらいとしている。本校の生徒がめざしている就労の条件は社会保障制度の全てに加入できるフルタイムの
勤務形態であり、本時では加入する雇用保険、労災保険、厚生年金保険、健康保険を学習することを基本とし、
障がいのある方が申請できる障害年金についても併せて学習する。

3．題材の指導計画
進路獲得に向けて取り組む単元（全６時間）※ 1単位時間は 45分
　第１時	 求人票の見方①
　第２時	 求人票の見方②
　第３時	 履歴書の書き方のポイント
　第４時（本時）	 就労に関する社会保険の種類と仕組みについて
　第５時	 職場定着に向けて活用できる支援機関について
　第６時	 進路先や支援機関への引き継ぎと個別の移行支援計画の活用について

２．題材の評価規準
知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

・就労および社会的自立に関
する事柄について理解し、進
路獲得や将来の職業生活に
関わる技能を身に付ける。

・職業生活に必要とされる実
践的な知識を深め技術を身
に付ける。

・職業など卒業後の進路に必
要となることについて理解
を深める。

・障害年金の受給のためには
支援機関への相談が必須で
あることが理解できる。

・進路獲得および社会的自立
を見据え、就労面・生活面の
課題を設定し実践する力を
養う。

・進路獲得および社会自立の
実現に向け、主体的にプラン
ニングしようとする実践的
な態度を養う。

・保険の適用範囲の質問に対
して適切な例を考え発言が
できる。

・保険の活用方法の説明を聞
き、活用場面をイメージしな
がら発言ができる。
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時間 学習活動（生徒） 指導上の留意点
（指導者） 〔評価規準〕・（評価方法） 教材・教具

導
入（
５
分
）

・挨拶
・前回までの振り返り
・本時の説明を聞く。
・授業プリント、参考資
料を受け取る。

・本時の授業展開の見通
しを持たせる。

・T2は机上に準備物があ
るかどうか確認する。

・テレビ
・パソコン
・プレゼンテー
ション資料※1

（P6－7）

・授業プリント
※2（P8）

展
開
１（
10
分
）

・就職したら加入する社
会保険の概要について、
プレゼンテーション資
料を見ながら確認する。

・加入保険の種類につい
て、第2時の際に学習
した内容を振り返り思
い出させる。

・T2は机間巡視する。

・職業生活に必要とされ
る実践的な知識を深め
る。〔知識・技能〕

　（授業中の発言等）

展
開
２（
25
分
）

・【労災保険】保険料の負
担の割合や適用範囲を
確認しプリントに記入
する。

・【雇用保険】保険料の負担
の割合や、失業保険の
活用方法について確認
しプリントに記入する。

・各保険において、保険
料の自己負担があるの
か、各保険の適用範囲、
各保険の活用の仕方を
理解させる。

・職業生活に必要とされ
る実践的な知識を深め
る。〔知識・技能〕

・保険の適用範囲の質問
に対して適切な例を考
え発言ができる。〔主体
的に学習に取り組む態
度〕

・保険の活用方法の説明
を聞き、活用場面をイ
メージしながら発言が
できる。〔主体的に学習
に取り組む態度〕

　（授業プリント）
　（授業中の発言等）

・【健康保険】保険料の負
担の割合や、保険適用
の範囲や医療費の負担
額について確認しプリ
ントに記入する。

・【厚生年金】保険料の負
担の割合や保険適用の
開始時期について確認
しプリントに記入する。

・授業の展開に沿って授
業プリントに正しく記
入ができるように、机
間巡視する。

５．本時の展開

4．本時の目標　　　
①職業生活に必要とされる実践的な知識を深め技能を身に付ける。	 〔知識及び技能〕
②保険の適用範囲の質問に対して適切な例を考え発言ができる。	 〔学びに向かう力、人間性等〕
③職業など卒業後の進路に必要となることについて理解を深める。	 〔知識及び技能〕
④障害年金の受給のためには支援機関への相談が必須であることを理解する。	 〔知識及び技能〕
⑤保険の活用方法の説明を聞き、活用場面をイメージしながら発言ができる。
	 	 〔学びに向かう力、人間性等〕
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展
開
２（
25
分
）

・【障害年金】申請をする
タイミングや相談機関
を確認する。

・障害年金の申請につい
ては専門家からのアド
バイスが必要であるこ
とを理解させる。

・T2はそれぞれの生徒が
プリントの記入ができて
いるかどうか確認する。

・障害年金の受給のため
には支援機関への相談
が必須であることを理
解する。〔知識・技能〕

　（授業プリント）

ま
と
め（
５
分
）

・社会保険料控除について
　参考資料を見て、実際
の控除額を確認する。

・挨拶

・自分の得た給与から社
会保険料がどれくらい
引かれているのか、自
分を守るために活用さ
れていることを理解さ
せる。

・T2は机間巡視する。

・参考資料の社会保険控
除金額の表を見て、具
体的な金額を知る。〔知
識・技能〕

　（授業中の発言等）

参考資料
・（大阪労働局職
業安定部職業
安定課作成　
社会保険料等・
所得税控除見
込額早見表）
（P9）

・消費生活相談
窓 口 リ ー フ
レット※3（P8）

6．その他
※１	プレゼンテーション資料

1
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※【　　　　】には、生徒自身の居住地の市町村名を記入
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※２	授業プリント

※３	消費生活相談窓口
	 リーフレット

B	消費生活相談窓口リーフレット
（大阪府消費生活センターHPからダウン
ロードすることができます）

＜解答＞
①労災　②会社　③仕事
④通勤　⑤領収書　⑥雇用
⑦退職　⑧離職　
⑨ハローワーク　⑩健康　
⑪３　⑫国民　⑬厚生年金
⑭定年退職　⑮国民年金

A	授業プリント（大阪府消費生活センターHPからダウンロードすることができます）
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2 授業の様子

3 具体的な展開（工夫した点、アレンジした点）
①第１時・第２時の求人票の見方の説明時に、社会保障制度の仕組みについて少し触れ、本時では復習を兼
ねて、さらに深い学びとなるように工夫した。

②それぞれの社会保障で活用の仕方が異なり、すべてを伝えるのは時間的にも生徒の理解力を考慮しても難
しいので、卒業後の生活の実態に合わせてポイントを絞って教材づくりをした。具体的には、労災保険に
ついては、病院での支払いを中心に説明し、実際に職業体験を思い出させて、どのような時にケガをする
可能性があるか、一人ひとりに体験に基づき、自分にもケガをする可能性があることを考えさせ、知識と
して定着するように図った。また、通勤途中の事故についても、具体的に寄り道を例示して、支払われる
例・支払われない例を示した。雇用保険については、失業保険を中心に説明し、失業保険は、自分自身で
手続きしなければならないこと、学校の先輩の話などを伝え、自分の生活を守るために必要であることを
繰り返し伝えた。健康保険については、労災保険の適用時とどのように異なるかを示して、必要性を伝えた。
厚生年金については、仕事を続けることのメリットや、障害年金について解説し、自身で手続きする必要
性と、また、支援機関へ相談することの大切さについても言及した。

③軽度とはいえ、知的障がいを有する生徒たちなので説明を聞きながらプリントに記入することは難しい。
そのため、説明する場面とプリントに記入する場面を分けた。

④プレゼンテーションソフトを使用することにより板書をする時間を短縮させ、45分の短い時間を有効活用
した。生徒が集中できるように、アニメーションは必要最小限とした。

⑤それぞれの生徒が体験した企業での実習の作業場面をイメージさせることにより、労災保険の適用範囲の
発言を促すことができた。

⑥コロナ禍で机を向かい合わせて、アクティブ・ラーニングの手法を取り入れることが難しいため、生徒の
発言の機会を増やし、自分のこととして考えるよう促した。

4 配付資料・教材等
◦大阪労働局職業安定部職業安定課作成　社会保険料等・所得税控除見込額見表
　（参考健康保険・厚生年金保険の保険料額表）
　https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r2/ippan_3/r20927osaka.pdf

◦プレゼンテーション資料※１（P6-7）

◦授業プリント※2（P8）

◦消費生活相談窓口リーフレット※3（P8）
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7 アンケート回答、生徒から出た意見や反応など（回答数　9人）

5 評価のポイント
社会保障制度に関わる知識を理解し、各社会保険の利用方法や支援機関について、正確に授業プリントに

記入ができているかどうか。また、教師の例をヒントに、各社会保険を利用する場面を自分事として考え、
趣旨に沿った発言ができているかどうか。

6 学習の成果と課題
①学習の成果
　　社会保障制度の内容を考えると、生徒が授業内容のすべてを理解することは難しいと考えている。ただ、
生徒のアンケートの結果から、本時で伝えたかった「自分が社会保障制度で守られていること」「自立とは
さまざまな助けを受けながら社会で生きていくこと」の２点は伝わったのではないかと感じている。内容
が難しく全生徒が理解できたとは考えにくいが、記入プリントを全て記入することにより、卒業後、実際
に社会保険の適用場面に直面した際に確認できる授業ファイルを作成することができた。

②課題
　　コロナ禍で授業の回数が減ったことで、内容を詰め込み過ぎてしまった。生徒の実態を考えると２時間
もしくは３時間使って丁寧に学習を進めるべきだった。時間を確保することができれば、社会保険を活用
する場面が想定された動画教材を使用するなどして、さらにイメージを膨らませることができたのではな
いかと考える。また、グループワークに代えて、質疑応答して授業を進行したが、すべての質問に対して、
一人ずつ丁寧に回答を求めることは、今年度は時間的に厳しかった。

ⅰ）社会保障の仕組みとして、労災保険・雇用保険・
健康保険・厚生年金保険という制度があること
がわかりましたか。

わかった
78%

ある程度
わかった
22%

ⅱ）授業プリントはわかりやすかったですか。 わかった
67%

ある程度
わかった
33%

ⅲ）「自立する」とは一人で生きていくことでは
なく、社会保障の仕組みや支援機関に助けても
らいながら日常生活を送ってくことであるとい
うことがわかりましたか。

わかった
56%

ある程度
わかった
44%
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8 消費者教育教材を活用した授業を終えて（活用してよかった点、生徒の様子など）
消費生活センターからいただいた社会保険についての資料を参考にプレゼンテーションデータを作成した。

挿絵などを活用することにより、生徒たちが内容のイメージを持ちやすくなった。
新型コロナウイルス感染症の影響でグループワークが実施できなかったので、生徒たちの発言機会を増や

すために質問を多用した結果、生徒たちからは、「労災の適用場面や健康保険の適用場面はどのようなときか」
などの質問に対して多くの発言があり、ある程度社会保険を活用するイメージが持てたのではないかと感じ
た。アンケートに対しても真摯に取り組み、大切なことを学んでいることを理解してくれていると感じる。
また、消費生活相談窓口のリーフレットを配付することで、身近に相談できる窓口が存在することが理解で
きたと思う。
来年度は、グループワークなどのアクティブ・ラーニングを取り入れ、社会保険を活用する場面が想定さ

れるような動画教材を活用して、生徒がさらにイメージを膨らませ、社会保障制度の仕組みの理解を促せる
よう授業を行っていきたい。

※アンケートについて、授業時間内に記入することが難しかったため、同日のホームルームで行った。

消費生活センターよりひとこと 
　生徒が就労して自立した消費者として社会生活を営むために、社会保障制度を理解し、適用範囲や活用方法
について知識を習得することは大切なことです。生徒にわかりやすく説明するため、保障が適用される事例を、
生徒が経験した実習等から思い出させたり、現実によくある事例を用いて自分ならどうするか考えさせたりす
るなど、自分の事として興味を持って取り組めるように授業を工夫していただきました。また、卒業後、就職
して実際にその場面に直面した場合の対処法を、授業プリントを振り返って対応できるよう内容をまとめてい
ただきました。消費生活センターにおいても府内の支援学校で活用いただける教材の紹介や教材の作成支援に
取り組んでいきます。
　なお、教科の評価規準は、特別支援学校の職業の新学習指導要領に沿って記載していただきました。

ⅳ）消費者トラブルに巻き込まれたら、消費生活
相談窓口や消費者ホットライン（188）に相談
できるということがわかりましたか。

わかった
44%

ある程度
わかった
56%

ⅴ）社会保障の仕組みを使って、安全・安心な消
費生活を送る方法がわかりましたか。

わかった
56%

ある程度
わかった
44%
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