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はじめに

本校の特徴

・創立1960年 → 今年で60年

・ブレザー → 工業高校では珍しい

・教育目標 → ”地域と歩むものづくり”

・桑名工業三原則

[挨拶・身だしなみ・きれいな学校]

・平成16年よりデュアルシステムの導入



デュアルシステム

・デュアルシステムとはドイツ発祥の教

育システムで、主に学校における学術的

教育と、実社会における職業教育を同時

に行う教育システムです。

日本では平成16年から始まり、本校も同

時期に導入し、今年で17年目を迎え、現

在は”桑名版デュアルシステム”として行っ

ています。

はじめに



研究実施内容



本研究の対象生徒

学年 ：2学年

クラス：キャリア探求コース
（デュアルシステム専攻）

生徒数：7人



研究実施内容- 工業管理技術とは

概要(指導要領抜粋)

工業の見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習

活動を行うことなどを通して，工業生産の管理に必要

な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

（1）工業生産の管理技術について企業における経営事

例を踏まえて理解するとともに，関連する技術を身に

付けるようにする。

（2）工業生産の管理技術に関する課題を発見し，工業

に携わる者として科学的な根拠に基づき工業技術の進

展に対応し解決する力を養う。

（3）工業生産を管理する力の向上を目指して自ら学び、

工業の発展に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。

ねらい

(１)知識・技術

デュアルシステムを通して実際の工場で体験的に学ん

だ事を踏まえて理解し、現場で学んだ技術と関連して

身につけるようにする。

(２)思考・表現・判断

デュアルシステムで現場の課題を発見するとともに、

科学的根拠に基づいた解決策を模索し、解決する力を

養う。

(３)主体的に学習に取り組む態度

常に工業生産を管理する視点で考え、自ら学び、共有

しながら、共に学ぶ態度を養う。

工業管理技術の概要とねらい



研究内容

「工業管理技術」における指導書・評価
基準の作成
・三観点別評価規準に対応した評価基準の作成
及び、生徒が自身で幅広く改善をはかり成長へ
と繋げられせれる様な評価基準を作成する。
・効果的で、改善しやすい授業を行う為に、指
導書を作成し、共有できる環境を構築する。

「工業管理技術」における指導方法及び
評価方法の工夫改善に関する実践研究
・目的や内容が分かりやすく、生徒自身が主体
性を持って学べる授業実践をおこなう。
・生徒自身が考え、協働的に学ぶことにより、対話
的で、深い学びへと繋げれる授業実践をおこなう。
・デュアルシステムで体験的に学んだ事と関連
づけて学べるよう工夫改善をおこなう。



研究内容
「工業管理技術」における指導書・評価基準の作成



研究内容 - 「工業管理技術」における指導書・評価基準の作成

評価基準の作成

・指導要領の評価規準を基に、各単元別に三

観点別評価規準の作成を行いました。

・評価規準をおおむね満たしたものを”B”と

して評価基準を作成しました。

・作成した評価規準及び基準は右記の通りで

す。

※ 規準＝到達目標を示すもの

基準＝習熟度を判断する目安



生徒が自身で幅広く改善をはかり
成長へと繋げられせれる様な評価
基準を作成する。

三観点別評価規準を基に、生徒自身がより細かく評価を把握で
きるよう、レーダーチャートに変換した評価一覧シートを作
成しました。

知識・技能では単元別に理解度が一目で確認することができ、
思考・表現・判断では、実施状況がグラフから読み取れ、主体的
に学習に取り組む態度では、実際にどれだけ主体性をもって学
習できたか確認することができ、その結果生徒自身で改善を図
れるような仕組みとなっている。
これにより、自己分析ができ、自身の課題を見つけ、主体
的に改善することへ繋げることができる。

研究内容 - 「工業管理技術」における指導書・評価基準の作成



評価一覧シートによって

得られた生徒の改善目標

一つ一つの単元を復習することが出来たと

思います。理由は、一学期は、あまり復習

をしないで、その時だけ出来るだけだった

のが今回は、しっかり復習をして確認テス

トでも前回よりは理解して解けていたと思

ったためです。

科学的根拠に基づくために調べたりして書

いたがその分自分の考えをあまり織り込め

ていなかった。

理由は、調べたことをそのまま書いて自分

で考えたことがあまり足りていないと感じ

たためです。3学期は自分の考えを織り込

んで解答し、改善していきたいです。

1学期の反省点は発言回数を増やすでした。

2学期の授業を振り返って見てみると自分の中では最初だけしか意識し

てなくて後半になるとあまり意識してなく発言が減ったかと思います。

みんなで協力して考えたり、グループワークをする場面が多く話し合っ

て意見をまとめ発言するということは多くありました。けれど個人で考

えた答えを発表するとなったらあまり積極的に発言は出来なかったと思

います。なので3学期になったらグループで話し合ってする場面を利用

してもっとたくさん自分の意見をみんなに伝えれたらと思います。

三学期では、まとめる力をつけたりや学んだ事をしっかり覚えきる事をす

るために、オンラインで課題送ったら終わり〜じゃなくて、その後も10

分だけでも振り返りなどをすることで改善していきたいです。

提出物の評価を上げるために、宿題はその日のうちにやる、早めにする

という習慣をつける。ただ発言回数を増やすのではなく、しっかり自分

の意見を持ち、科学的根拠を踏まえて発言する。ということを心がける。

研究内容 - 「工業管理技術」における指導書・評価基準の作成



生徒の変容
評価一覧シートによって
得られた生徒の改善目標

知識、技能については生産形態についてに知識を向
上させたい。
思考、判断、表現についてはグループワークをうま
く行うことができた。自分の考えが1学期よりも主張
できた。
主体的に学習に取り組みについて目標到達点が低い。
発言回数を増やしたい。
自分は伝えようとしているけれど、意見をまとめず
に発言すると周りの人が分からず、内容の薄い授業
になるので、みんなで協力して、内容の濃い授業に
していきたい。

知識、技能については管理についてに知識が不足し
ている。
思考、判断、表現については整理して話ができてい
ない。自分の考えを発表できていない。
主体的に学習に取り組みについて発言回数が少ない。

１学期

２学期



効果的で、改善しやすい授業を行う為
に、指導書を作成し、共有できる環境
を構築する。

指導書及び、教材は詳細なものにし、原則ファイル共有システムで

管理する環境を構築しました。

その際、全ての教材をデジタル化しました。(授業で使用する教材は

基本スライドで作成、プリントなどはドキュメントで作成し、オン

ラインのサービスを利用して直ぐに共有できるようにしました。)

研究内容 - 「工業管理技術」における指導書・評価基準の作成



効果的で、改善しやすい授業を
行う為に、指導書を作成し、共
有できる環境を構築する。

授業資料は全てファイル共有システムにてフォルダー

別にして管理するだけでなく、日時と単元名を記載し

たスプレッドシートを作成し、その授業で行った全て

の資料フォルダーをリンク付けて一覧にしました。

ファイル共有システムを介して共有しているので欲し

い人が欲しいタイミングで取得できるようにしまし

た。

研究内容 - 「工業管理技術」における指導書・評価基準の作成



研究内容
「工業管理技術」における指導方法及び評価方法の工夫改善に関する実践研究



研究内容 - 「工業管理技術」における指導方法及び評価方法の工夫改善に関する実践研究

目的や内容が分かりやすく、生徒自
身が主体性を持って学べる授業実践

生徒自身が主体性を持って学べるように、予め目的や内容を
示した教材を学習管理ツールを利用して配布しました。

また内容を分かりやすくする為に、実際に使用されている
知識や技術と関連付けて教材を作成し、授業を実践しまし
た。



環境管理について企業における経営事例を
踏まえて理解するとともに，関連する技術
を身に付ける。(課題で確認)

生産活動に起因する環境の保全に着目して，
環境管理に関する課題を見いだすとともに
解決策を考え，科学的な根拠に基づき、改
善策を考え発表する。(発表と課題)

環境管理について自ら学び，生産の現場に
おいて実際に活用できるよう主体的かつ協
働的に取り組む。(今後の活動と企業実習)

授業実践事例(安全衛生管理)



授業実践事例(安全衛生管理)



授業実践事例(安全衛生管理)



授業実践事例(安全衛生管理)



授業実践事例(安全衛生管理)



授業実践事例(安全衛生管理)



授業実践事例(安全衛生管理)



授業実践事例(安全衛生管理)



研究内容 - 「工業管理技術」における指導方法及び評価方法の工夫改善に関する実践研究

生徒自身が考え、協働的に学ぶことに
より、対話的で、深い学びへと繋げら
れる授業実践

授業では必ず、まず自分で考えるthinking time(1分)と小グル

ープで自分の考えを発表し討論するgroup discussion(3分)を

1Setとして行い、必ずその単元内容について課題を出し、

考え、話し合うことにより、深い学びへと繋げられる授業を

実践しています。

これらを行うことにより、デュアルシステムの現場でも自分で考え、

伝える事を実践する事に成功したと言う事例も生徒や企業様か

ら報告を受けています。

グループワークの写真



研究内容 - 「工業管理技術」における指導方法及び評価方法の工夫改善に関する実践研究

デュアルシステムで体験的に
学んだ事と関連づけて学べる
よう工夫改善

デュアルシステムと連携して授業を進めていく事により、学術的

な学びと、体験的な学びの両軸で学びを深められるよう、工夫改

善しています。



授業実践事例(物流)

研究内容 - 「工業管理技術」における指導方法及び評価方法の工夫改善に関する実践研究



授業実践事例(物流)

実際に工場見学後に行った授業の資料です。

授業後にオンラインを利用して行う確認問題で

は、特段この単元の習熟度が高くなったことが

確認できた。

また実例を交えた解答が多く、思考・判断・表現

についても高い評価がつき、デュアルシステムと

連携し体験的に学んだ効果がみられた。

その他にも企業の方に実際の現場を交えて講義し

て頂いた単元については習熟度が高くなるという

結果を得ることができた。



授業実践事例(品質検査・品質保証)



授業の感想

授業改善
アンケート

ただ授業するだけではなく、工場見

学に行ったり、企業の社長さんの話

を聞いたりなどとても楽しかった！

また1学期では｢なんじゃこりゃ｣とい

うように、内容が初めて触れるもの

ばかりでなかなか理解することがで

きないものが多かったけれど、2学期

では企業実習などで体験しているか

らか理解がよく出来たのでわかりや

すく楽しい授業だった。沢山いい勉

強をすることができた。

またオンライン授業など忙しいこと

もありましたが、みんなで協力し、

みんなで学べたことが多かったなと

感じました。

２学期の授業は生産に関する内容が

沢山あったので企業実習で何が大切

かを１学期よりも深く触れられたと

思います。またグループワークをす

ることが多かったので仲間と信頼を

深めるいい機会だったと思います。

2学期は学びが多かったです。

初めて知ったことばかりで頭がいっ

ぱいになったけれどパワーポイント

でまとめてあったので分かりやすく

理解出来ました。また復習もでき、

勉強するクセが少しつきました。

グループワークでは考えを共有する

ことで理解するのが早くなったし文

章をまとめる力もついたと思います。



最後に
教員から見た生徒の変化



教員から見た生徒の変化

・デュアルシステムと工業管理技術を学ぶ事で
学術的な学びと、体験的な学びを得られていた。
その為、生徒たちの学びの早さと深さが顕著に
出てきている。

・学習目標を先に提示し、評価をレーダーチャ
ートで確認できるように改善した事により、生
徒自身が積極的に改善を図るようになった。

・学習のねらいや評価基準を明確にする事によ
り、授業改善も行いやすくなった。その結果が
顕著に”工業管理技術”の人気を高めている起因に
なっている。

・少しずつであるが、自分たちで授業を作って
いくなど、主体性の成長が見られたり、改善を
行うための簡単な計画を行ったり、他者との共
同作業や発表などで、”伝わるように”など協調性
を持った取り組みが見られた。



最後に

「工業管理技術」における指導方法
及び評価方法の工夫改善に関する実
践研究を行ってみて・・・

・指導方法の工夫や改善は授業改善
そのものである為、改善すればする
ほど、生徒たちの成長の変化をすご
く感じることができた。

・評価方法を工夫、改善する事で、
積極的に学ぶ姿が多くみられた。ま
た企業実習と関連付けて理解する生
徒が増えた為、より企業実習を積極
的に学ぶ生徒が増えた。

「工業管理技術」における指導書・
評価基準の作成

・指導書を作成する事により、引き
継ぎ不良の心配が大幅に軽減された。
また業務改善にも繋がった為、授業
改善を行う為の時間をより効率的に
捻出できるようになった為、より教
材研究に時間を費やせ、質の高い教
材作成へ繋げることができた。

・成長や変化について評価基準をし
っかり定める事により、感じるだけ
でなく、明確に数値として見えるた
め、フィードバックやアプローチが
しやすく、授業改善も的確にする事
に繋がった。

まとめ

・今年度は教育事情が多々変更する
事が多かった中、三重県教育委員会
の迅速な対応もあり、概ね、当初の
予定通り達成する事ができた。
また評価基準を細かく見直すことで
授業改善にも繋げられ、他の教科と
連携して行う事によりこんなにも教
育効果を高められた事に非常に嬉し
く感じた。

・来年度は継続して行うことはもち
ろん、よりデュアルシステムと連携
した授業展開を充実させていく。



三重県立桑名工業高等学校
2021 年 2 月 5 日

「工業管理技術」における指導書・評価基準の作成

「工業管理技術」における指導方法及び評価方法の
工夫改善に関する実践研究




