
 

平成３１年２月２８日 

南魚沼市立総合支援学校 高等部 職業教育【サービス班】シラバス（案） 

        

１ ◎ 教育目標  

こころから からだから 笑顔あふれる子どもたち 

  ○ 高等部の目標 

      目指せ、ステキな社会人！ ～長所を生かして貢献する～ 
 

２ 各指導の形態について 

職業教育 …【サービス班】  ■ 育てたい力など   

ねらい 

○職業生活に必要な一般教養やビジネスマナー・スキル等を身に付け、将来の自立と

社会参加につながる力や実践的な態度を育てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

学

習

内

容 

喫茶 ○あいさつ、言葉遣い、立ち振る舞い、身だしなみなどのスキルを身に付け、カフェ

活動を積み重ねることで、自信や働く喜びを感じることができる。 

 ■身だしなみ、笑顔、言葉遣いなどの接客の基礎的な力、 

清潔で衛生的に仕事をする力 

ＭＳＧカフェ（図書館・臨時）での喫茶運営に向けた取り組み 

喫茶サービス技能検定に向けた取り組み 

  

スキル ○社会人として必要な一般教養やビジネスマナー・スキル等を身に付け、より良い生

き方について考える。 

■身だしなみ、履歴書の書き方、公共のマナー、面接についてなど（外部講師） 

 

清掃 ○清掃用具を正しく使い、手順を守ってスムーズに清掃作業を行う。 

○与えられた仕事の意義を理解し、場にふさわしい態度で取り組む。 
 ■手順を守り、正しく用具を扱う力、必要な速度で仕事をする力 

多くの職場にある仕事の役割を分担して取り組む力 

職業技能検定（清掃）に向けた取り組み 

 

各種検定 

ほか 

○職業技能検定（清掃）に向けた取り組みを行う。 

○喫茶サービス技能検定に向けた取り組みを行う。 

○アビリンピックに向けた取り組みを行う。 

○福祉介護の車いす操作や利用者との交流など行う。 

 

現場実習 

ねらい 

○社会で働く人との交流や現場での勤労体験を通して、生徒の勤労観、職業観を育て

る。 

○生徒の就労意欲を育て、希望する進路を明確にし、その実現に向けて取り組む。 

１年時後期から２年時現場実習…個々の実態に応じて、短期間体験し、自分の適性を知る。短期間

の現場実習を複数回行う場合もある。 

３年時現場実習…通勤方法調べ等の事前学習後、１週間から３週間程度の現場実習を行う。校内の

学習より現場実習を優先して行うこともある。 



 

３ 目標設定及び評価について 

◎ 個別の指導計画を基本として各学習内容ごと、各授業ごとの目標設定及び評価をする。 

○ 作業日誌による自己設定目標、及び自己評価、指導者評価（毎回） 

○ 技能検定などの評価基準を利用した評価 

○ カフェのお客さんなどの外部評価 

 

４ 単元・題材配列表（別紙） 
高等部の作業班は｢サービス班｣、｢メイキング班｣、｢プロダクト班｣があり、各班がＭＳＧカフェに関

わる作業学習を中心に取り組んでいる。南魚沼市図書館でのＭＳＧカフェを中心に、臨時カフェを受け

ると、カフェ開催に合わせて、「メイキング班」のドリップバッグコーヒーや｢プロダクト班｣のカフェグ

ッズ（マドラー、カップ、チラシ）作りを展開している。 

地域の評価もあり、現在のカフェ開催に至っている。そのため、ＭＳＧカフェを中心とした単元・題材

の配列になっている。 

 



日にち

月 部門 学習内容 部門 学習内容

1 ４月 木 スキル
オリエンテーション
「職業班で目指す力」など
ＭＳＧカフェについて

喫茶 ＭＳＧカフェ練習

2 ５月 火 スキル
スキル学習・メモのとり方
ＭＳＧカフェ練習

3 ５月 火 喫茶 ＭＳＧカフェ練習 職業
スキル

4 ５月 木 喫茶 ＭＳＧカフェ練習 喫茶 ＭＳＧカフェ練習 専心様来校

5 ５月 火 喫茶 ＭＳＧカフェ練習

6 ５月 木 図書館休館日 喫茶 ＭＳＧカフェ０　現地リハーサル① 喫茶 ＭＳＧカフェ　試食会

7 ５月 火 喫茶 ＭＳＧカフェ練習 喫茶 ＭＳＧカフェ　各班へ見学

8 ５月 木 喫茶 ＭＳＧカフェ練習 アビリンピック

アビリンピックについて
・接客サービス
・ベッドメイキング

歯科検診
眼科検診

9 ５月 火 喫茶 ＭＳＧカフェオープン！１

10 ５月 木 図書館休館日 清掃 職業技能検定オリエンテーション アビリンピック

アビリンピックについて
・接客サービス
・ベッドメイキング

11 ６月 火 喫茶 ＭＳＧカフェ　２ 清掃 職業技能検定練習

12 ６月 木 清掃 職業技能検定練習 清掃 職業技能検定練習

13 ７月 喫茶 ＭＳＧカフェ　３ 喫茶 ＭＳＧカフェ練習

７月 図書館休館日

７月 土

14 ７月 喫茶 ＭＳＧカフェ　４

15 ７月 臨時カフェ 喫茶 ＭＳＧカフェ　５(消防署) 清掃 職業技能検定練習

9月1日(土)：アビリンピック（接客サービス・ベッドメイキング）出場者

居住地学習　１日

ビジネスマナー講習会①
・基本の身だしなみ（挨拶、表情、姿勢など）
講師：小林昌子様

７月２５日(水)：職業技能検定試験(ダスタークロス部門)・学習発表会

　サービス班　１学期活動計画（案）　

曜 行　事
AM

学級活動

８月４日(土)：夏の天空雪まつり　in　八海山（八海山ロープウェー山頂広場）（臨時カフェ）

その他
PM

委員会

委員会

委員会

前期現場実習（6/11(月)～6/29(金)まで）

トミオカホワイト美術館（臨時カフェ）

夏季休業
８月５日(日)：与六いち（臨時カフェ）



部門 学習内容 部門 学習内容

９月 土

1 ９月 火 アビリンピック アビリンピック反省

2 ９月 木 図書館休館日 清掃 図書館清掃練習（会議室） 職業スキル

ビジネスマナー講習会②
・前回の復習・ 基本の敬語、ビジネス会話
（敬語・会話の基本など）講師：小林昌子様

９月 火

3 ９月 木 喫茶 ＭＳＧカフェ練習 喫茶 ＭＳＧカフェ練習

9月16日 敬老の日

4 ９月 火 喫茶 ＭＳＧカフェ 清掃 清掃

5 ９月 木 図書館休館日 清掃 図書館清掃 喫茶 ＭＳＧカフェ練習

6 ９月 火 喫茶 ＭＳＧカフェ 喫茶 ＭＳＧカフェ練習or準備

7 ９月 水

8 １０月 火 喫茶 ＭＳＧカフェ練習 喫茶 ＭＳＧカフェ練習

9 １０月 木 高３修学旅行

10 １０月 火 福祉 福祉 福祉 福祉

11 １０月 金 1,2年宿泊学習

12 １０月 火 喫茶 ＭＳＧカフェ 清掃 図書館清掃練習（会議室）

13 １０月 木 図書館休館日 清掃 図書館清掃 福祉 福祉

14 １０月 火 喫茶 ＭＳＧカフェ

15 １０月 木 喫茶 ＭＳＧカフェ練習 喫茶 ＭＳＧカフェ練習

11月3日 土 文化の日

16 １１月 火 喫茶 ＭＳＧカフェ

17 １１月 木 喫茶 フェスタ　臨時ＭＳＧカフェ練習 職業スキル

18 １２月 火 喫茶 ＭＳＧカフェ 喫茶 フェスタ　臨時ＭＳＧカフェ練習

19 １２月 木 図書館休館日 喫茶 フェスタ　臨時ＭＳＧカフェ練習 喫茶 フェスタ　臨時ＭＳＧカフェ練習

20 １２月 火 喫茶 ＭＳＧカフェ

21 １２月 木 臨時カフェ 喫茶 ＭＳＧカフェ(消防署)

12月15日 土 フェスタ

臨時

フェスタ準備

アビリンピック

後期現場実習　（１０月２９日(月)～１１月２２日(金)）

　サービス班　２学期活動計画（案）　

2学期
回数 曜 行　事

AM PM
月日 その他

臨時 臨時ＭＳＧカフェ　湯沢町ふれあい福祉健康フェスティバル

臨時 臨時ＭＳＧカフェ　アスカ王国（ほてる木の芽坂）

委員会

臨時 MSGフェスタ　臨時ＭＳＧカフェ

ビジネスマナー講習会③
・前回の復習
・接客において必要なスキル講師：小林昌子様

委員会

委員会

委員会

臨時ＭＳＧカフェ　百花園

特体連スポーツ大会

３年のみ　臨時ＭＳＧカフェ（南魚沼市立総合支援学校）

臨時ＭＳＧカフェ（ＮＡＳＰＡ湯沢ニューオオタニ）

２年のみ　臨時ＭＳＧカフェ　新潟県更生保護女性の集い（南魚沼市民会館）



日にち

月 部門 学習内容 部門 学習内容

1 １月 木 職業スキル

ビジネスマナー講習会④
・履歴書の書き方講師
　ハローワーク：河野様

職業スキル スキル学習・履歴書の書き方

2 １月 火 喫茶 ＭＳＧカフェ  Ｇ 職業スキル スキル学習・履歴書の書き方

3 １月 水 喫茶 臨時ＭＳＧカフェ　S Ａ美術　Ｂ体育

4 １月 木 図書館休館日 喫茶 ＭＳＧカフェ練習 喫茶 ＭＳＧカフェ練習

5 １月 火 喫茶 ＭＳＧカフェ　Ｍ 喫茶 ＭＳＧカフェ練習 3年不在

6 １月 木 喫茶 ＭＳＧカフェ練習 喫茶 ＭＳＧカフェ練習 3年不在

6 １月 火 喫茶 ＭＳＧカフェ　Ｓ 3年不在

7 １月 木 図書館休館日 職業スキル 面接練習 職業スキル 面接練習 3年不在

8 ２月 火 喫茶 ＭＳＧカフェ　Ｇ 職業スキル

9 ２月 木 喫茶 ＭＳＧカフェ練習 喫茶 ＭＳＧカフェ(小学部)S

10 ２月 火 喫茶 ＭＳＧカフェ　Ｍ 喫茶 ＭＳＧカフェ(小学部)M 俊樹不在

11 ２月 木 図書館休館日 清掃 ポリッシャー 職業スキル
履歴書の証明写真を撮りに行こう
タカライ・フォト・スタジオ 俊樹不在

12 ２月 火 喫茶 ＭＳＧカフェ　Ｓ 喫茶 ＭＳＧカフェ練習 俊樹不在

13 ２月 木 清掃 ポリッシャー 清掃 ポリッシャー 俊樹不在

14 ２月 火 喫茶 ＭＳＧカフェ　Ｇ

15 ２月 木 図書館休館日 清掃 ポリッシャー 喫茶 ほくほく線下見

3月2日 土

16 ３月 火 喫茶 ＭＳＧカフェ　Ｍ 清掃 ポリッシャー

17 ３月 木 喫茶 ＭＳＧカフェ(消防署)Ｇ まとめ １年間のまとめ
(昌子様へのメッセージ書き)

18 ３月 火 まとめ １年間のまとめ まとめ 作業納会

AM PM
その他

臨時 臨時ＭＳＧカフェ Ｓ　カフェトレイン（ほくほく線）

委員会

委員会

　サービス班　３学期活動計画（案）　

3学期
回数 曜 行　事

ビジネスマナー講習会⑤
・ 相手に好印象を与えられる面接講師：小林昌子様


