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 学習指導要領の趣旨を実現するための学習・指導方法及び評価方法の工夫改善に

関する実践研究 

②多様で高度な技術（technology）が身近な生活で利用されている中で，今後の社会

で活用できる技術（technology）に関する重要な概念の明確化と，その習得を図る指

導と評価の在り方について 
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研究のキーワード 

計測・制御 プログラミング 工夫・創造 問題解決 主体的・対話的で深い学び 

研究結果のポイント 

○技術の見方・考え方を働かせて，生徒自らが問題を見いだし課題を設定し解決するといった

深い学びを実現する題材及び指導方法等について検討できた。 
○内容「D 情報の技術」全体の流れを見通した題材及び評価の検討ができた。 
●今年度の研究・実践を踏まえて，それぞれの学年に見合った題材及び指導計画の検討を続けて

いく必要がある。 

 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

持続可能な社会を構築するための工夫し創造する能力を育む技術・家庭科教育 

（２）研究主題設定の理由 

中学校技術・家庭科 技術分野（以下，技術科）においては，これまで技能が重要視される傾向

があった。しかし，AIやそれが組み込まれたロボット等が普及する中で，持続可能な社会を構築す

るための人の役割を考えた時，自ら社会の中から問題を見出し，課題を設定し，解決策を構想でき

る力，すなわち工夫し創造する能力の重要性が高まると考えられる。そこで技術科において，特に

この能力を育む方策について検討することを目的に研究主題を設定した。 

（３）研究体制 

  

兵庫県中学校技術・家庭科研究会 

阪神地区中学校技術・家庭科研究会 

宝塚市技術・家庭科研究会 

宝塚市立長尾中学校 



（４）２年間の主な取組 
平

成

29

年

度 

・計測・制御と工夫・創造等に関する実態調査 

・対話的学びの実現の視点からの指導方法の検討 

・公開授業の実施 

・実践結果の把握と研究内容の再検討 

平

成

30

年

度 

・計測・制御と工夫・創造等に関する実態調査 

・技術の見方・考え方を働かせた深い学びを実現する題材の検討 

・工夫し創造する能力の評価と，それを元にした振り返りの場面などの主体的な学びの検討 

・公開授業の実施 

・実践結果の把握と研究成果の確認 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
・計測・制御と工夫・創造等に関する実態調査 
 本校 3 年生を対象に計測・制御と工夫・創造等に関する実態調査を行った。この調査において，

多様で高度な技術が身近な生活で利用されている中で，今後の社会で活用できる技術の開発に関す

る生徒の実態を把握した。そして，この結果を踏まえて今後の指導の方策を考えた。 
・技術の見方・考え方を働かせた深い学びを実現する題材の検討 
 持続可能な社会を構築するための工夫し創造する能力を育むために，技術の見方・考え方を働か

せた深い学びの実現の視点から具体的な題材を設定し，授業実践を通して指導方法の検討を行った。 
・工夫し創造する能力の評価と，それを元にした振り返りの場面などの主体的な学びの検討 
授業場面ごとに評価規準を設定し，生徒自身に学びを振り返らせ自らの成長を自覚させる主体的

な学びの実現を図り，学びに向かう力等の涵養を図った。 
・公開授業の実施 
 先に検討した指導方法等について，兵庫県技術・家庭科研究大会において公開授業を行った。そ

して，参観者による研究討議を行うとともに，調査官からの助言・指導を受けた。 
・実践結果の把握と研究成果の確認 
 計測・制御と工夫・創造等に関して，生徒の変容を把握するとともに，研究討議・助言・指導を

踏まえて，深い学びの実現の視点からの指導方法について，題材・評価も含めて検討した。 
 
（２）具体的な研究活動 
・計測・制御と工夫・創造等に関する実態調査 
 本校 3 年生を対象に計測・制御とプログラミングの意識と工夫・創造に関する事前調査を行った

（設問Ⅰ10 問・設問Ⅲ12 問，どちらも 4 件法）。設問と調査結果を表 1 に示す。 
その結果，計測・制御とプログラミングの意識に関する設問Ⅰの内，Ⅰ3 とⅠ4 の平均値が 2.00

を下回り低い値となった。このことから，生徒は，計測・制御システムについて意識して考えたこ

とがあまりなく，その知識も少ないことが分かった。また，計測・制御システムと工夫・創造に関

する設問Ⅲの内，Ⅲ1 とⅢ7 の平均値が 2.5 を超え高い値を示したが，その他の設問Ⅲは低い値と

なった。このことから，計測・制御システムを使用者の立場で考えることはできるが，製品の製作

から使用と評価を含めた現実的なプロセスとしての工夫・創造の能力に課題があることが分かった。 



 
・技術の見方・考え方を働かせた深い学びを実現する題材の検討 
 現実的なプロセスを意識させることが，持続可能な社会を構築するための工夫し創造する能力を

育むことにつながるとの仮説を立て，題材「地域の課題を計測・制御で解決しよう ～観光客に優

しいまち宝塚市のこれからを提案する～」を設定した。この題材は，観光都市としての宝塚市の問

題を観光客の利便性や移動等の側面から見いだし，技術によって解決できる課題を設定し，解決す

るための計測・制御システムを設計・制作し提案するものである。本題材では，生徒自身が住んで

いる宝塚市の身近で現実的な解決すべき問題を見いださせることで，生徒が主体的に取り組めるこ

とも狙っている。 
実践では，技術の見方・考え方に気付かせる学習と，計測・制御システムの学習を行った後，本

題材の実習を行った。初めに，宝塚市に来訪する観光客の現状を提示し，対象となる観光客の 5Ｗ
（いつ・どこで・誰が・何を・なぜ）に着目させることによって，技術の見方・考え方を働かせて

市内で観光客が活動し移動するときの問題点を見いだし課題を設定させるようにした。そして，そ

の技術の見方・考え方を働かせて，どのように（How）計測・制御システムや電気回路・機構を組

み合わせるかを構想し，モデルを設計・制作することによって，問題解決する活動を行った（図 1）。 
・工夫し創造する能力の評価と，それを元にした振り返りの場面などの主体的な学びの検討 
技術の見方・考え方に気付く学習や，計測・制御システムを理解するための学習，計測・制御や

プログラミングを用いて地域の課題を解決する学習の授業場面ごとに評価規準を設定した。そして，

その評価を班やクラスで意見交換することで，生徒自身に学びを振り返らせ自らの成長を自覚させ

る主体的な学びの実現を図り，学びに向かう力等の涵養を図った。 
具体的には，「宝塚市に来訪する観光客の問題点を見つけ出そう」では，観光客の「誰が・何を・

なぜ・どこで・いつ」（５W）を手掛かりにまとめた問題点を確認させることで，技術の見方・考え

方を働かせることができていることを自覚させた。他にも，「宝塚市に来訪する観光客の状況を考

える場面」・「観光客に優しいシステムを考える場面」・「観光客に優しいシステムをモデル化する場

面」等で評価と振り返りの場面を設定した。 
  

表 1 調査の設問と事前・事後の平均 

設問
事前
平均

事後
平均

1 多くの電化製品にコンピュータが組み込まれていることを知っている 3.14 3.44
2 それらの電化製品が，プログラムによって動いていることを知っている 2.90 3.36
3 電化製品の自動化された動き（計測・制御システム）の仕組みについて考えたことがある 1.88 2.33
4 電化製品の自動化された動き（計測・制御システム）について，説明できる 1.28 1.92
5 プログラムによって計測・制御されている電化製品に興味がある 2.43 2.36
6 計測・制御のプログラミング学習は難しいと思う 3.38 3.78
7 計測・制御のプログラミング学習をしてみたいと思う 2.89 2.72
8 「コンピュータで動く機器」や「情報ネットワーク」を使うのが好きだ 3.04 2.47
9 「コンピュータで動く機器」や「情報ネットワーク」をあつかうのが得意（上手）だ 2.22 1.86

10 新しいアイディアや工夫がされた製品に興味を持つ方だ 2.79 2.64

1 計測・制御システムで生活が，より便利になるか考えましたか 2.79 3.28
2 計測・制御システムで生活が，より安全になるか考えましたか 2.29 3.19
3 計測・制御システムを使うことで，より環境に優しくなるか考えましたか 2.03 3.03
4 計測・制御システムが，より安価にできるかを考えましたか 1.91 2.44
5 「使い手」だけでなく「作り手」の立場で考えましたか 1.93 2.67
6 計測・制御システムを「作る場面」を想定して考えましたか 1.98 2.47
7 計測・制御システムを「使う場面」を想定して考えましたか 3.10 3.44
8 計測・制御システムを「廃棄する場面」を想定して考えましたか 1.58 1.72
9 計測・制御システムに「万が一のトラブルが発生した場面」を想定して考えましたか 1.82 2.14

10 計測・制御システムに最適な「材料」について考えましたか 1.90 2.47
11 計測・制御システムを動かす最適な「エネルギー」について考えましたか 2.02 2.14
12 計測・制御システムが使う「情報」の最適なあつかい方について考えましたか 2.20 2.61
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・公開授業の実施 
 先に検討した指導方法について，兵庫県技術・家庭科研究大会において公開授業を行い，参加者

と研究討議を行った（図 2）。本題材を含めた「情報の技術」全体の流れや授業展開について討議し

た。また，調査官からの助言・指導をいただいた。 

     
・実践結果の把握と研究成果の確認 

公開授業を行ったクラスを対象にアンケートを実施した（設問は事前アンケートと同じ（4 件法））。

結果を表 1 の事後平均に示す。 
その結果，計測・制御とプログラミングの意識に関する設問Ⅰの内，Ⅰ3 とⅠ4 の平均値に伸び

が見られた。このことから，生徒は，計測・制御システムを意識して考え，説明できると思えるま

で知識が習得されていることが分かった。しかし，Ⅰ6 の平均値も高くなっており，計測・制御の

プログラミングへの難しさも実感しているようであった。 
また，計測・制御システムと工夫・創造に関する設問Ⅲの内，Ⅲ1 とⅢ7 以外にもⅢ2・Ⅲ3・Ⅲ

5・Ⅲ12 の平均値が 2.5 を超え高い値を示した。このことから，生徒は計測・制御システムを使用

者だけではなく，作り手の立場で考えたり，制作時に情報の扱いについて考えたり，安全性や環境

を意識して考えたりするなど技術の見方・考え方を働かせ問題を見いだし課題を設定し解決した様

子が把握できた。 
 

３ 研究の成果と課題（○成果●課題） 

○技術の見方・考え方を働かせて，生徒自らが問題を見いだし課題を設定し解決するといった

深い学びを実現する題材及び指導方法等について検討できた。 
○内容「D 情報の技術」全体の流れを見通した題材及び評価の検討ができた。 
●今年度の研究・実践を踏まえて，それぞれの学年に見合った題材及び指導計画の検討を続けて

いく必要がある。 

 

４ 今後の取組 

1 年目では，対話的な学びの実現を目指した指導方法の実践と修正を行い，2 年目では，深い学

びが実現可能な題材として，内容「D 情報の技術」の計測・制御のプログラミング「地域の課題を

計測・制御で解決しよう ～観光客に優しいまち宝塚市のこれからを提案する～」を開発・実践し

た。 
 本研究の成果を精査し，生徒がより技術の見方・考え方を働かせることのできる題材と指導方法

等の検討と修正を行いたい。そして，その成果を平成 31 年度（2019 年度）の全日本中学校技術・

家庭科研究大会（兵庫県）で発表する予定である。 

図 1 モデル化の様子 図 2 公開授業の様子 


