
平成19年度学力の把握に関する研究指定校事業研究協議会資料

校 長 名 ： 窪田 俊昭

所 在 地 ： 山形県天童市大字山元 ８５０番地

電話番号 ：023-653-6121

Ｉ　研究指定校の概要

１　学校 ・地域の特色及び実態

(1)　本校は，山形市に隣接す る山形県の中央部 に

位置する。

(2)　平成 １１年度 より総合学科に改編 し， ６系列

を有 している。地域 との連携や，韓国の高校 と

姉妹校締結を行い，修学旅行やホームステ ィ事

業な どで交流を深 めた りす るな ど，国際交流 を

特色 としている。

(3)　総合学科の特色 として， ２年次より系列に分

かれ，進路に応 じた科 目選択 を行い，面談な ど

を通 してきめ細やかな進路指導を行っている。

(4)　卒業後の進路は，約 ７５パーセ ン トが大学 ・

短大 ・専門学校などの進学， ２５パーセン トが

就職 ・公務員であ り，多岐に渡ってい る。

２　学校の概要 （平成 １９年 ４月 １日現在）

〔教員数〕 ４１名 （家庭科教諭 ２名）

〔教科 「家庭」科目の開設状況〕

研 究 対 象 科 目 ：家庭基礎

研究対象以外の科目：

発達と保育、児童文化、家庭看護 ・福祉

フー ドデザイン、服飾手芸、

健康と栄養 （学校設定科目）、

ライフサポー ト （学校設定科目）

Ⅱ　研究の内容及び成果等

１　調査研究について

(1)　研究主題

　家庭基礎における住生活分野の目標の実現状

況の把握

(2)　調査研究のねらいと対象

〔調査研究のねらい〕

　①　平成 １８年度

　住生活分野の学習を通して，家族の住生活

を，健康で安全 ・快適に営むことのできる，

自立した生活主体者を育成するための，効果

的な指導方法及び評価方法を行 う。

　②　平成 １９年度

　平成 １８年度の研究内容及び課題を元に，

評価規準の見直し及び授業改善を行い，指導

と評価の一体化の構築を目指す。

　公開研究授業等を通 し，研究成果の普及を

図る。

〔調査研究の対象〕

学年 ：第 １学年

科目 ：家庭基礎 （住生活の管理と健康）
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２　児童生徒の学習の実現状況と考察

　「科学的視点から住生活をとらえ，主体的に住

生活を営もうとする意欲や態度を身につける。」と

いう，本調査研究のねらいへの到達に効果があっ

た指導方法及び学習の実現状況について考察する。

(1)　「単元の感想」に見るねらいの到達度

　住生活の単元学習を終えた時に，「よりよい住

生活を主体的に営もうとしているか」という視

点から，感想を書かせることで 「思考 ・判断」

を評価 したところ，人や環境に優 しい住まいの

工夫を実践しようとしていたり，消費者的視点

からの選択眼を身につけ，生活主体としてのよ

りよい住生活の在 り方を考えさせることができ

た。中には，経済効果よりも人の命や地球環境

を優先 させた社会作りの必要性について述べて

いた生徒もいた。この授業を通 して，人や環境

に優しい住まいの工夫にとどまらず，地域や社

会を変革 しようとい う意識が芽生え，思考が一

層深まった生徒がいたことは，予想以上の収穫

であった。

(2)　住宅広告を持ち寄った，自ら選び取る学習

本研究のねらいでもある 「生活主体者として

住生活を営む」ことができるようになるために，

教師側の一方的な教材提示ではなく，生徒たち

に住宅広告を用意させ，「自分の住まいを選ぶ」

という学習方法を通 して住宅取得のシミュレー

ションを行うという授業構成にした。（資料 １）

　生徒たちは，興味 ・関心を持って取り組み，

各自持ち寄った住宅広告をプリントに貼 りなが

ら，目的に応 じた住みたい家のシミュレーショ

ンを行った。ほとんどの生徒が，興味 ・関心を

もって消費者的視点から自ら学ぶことができた，

とい う点で効果的であった。

(3)　現代の住生活問題を単元の導入で提示

現代の住生活が抱えているシックハウス症候

群や欠陥住宅及び耐震偽装などのさまざまな問

題点について，新聞や機関紙などの具体的事例

を単元学習の導入として提示 したところ，住生

活を学ぶ動機付けができ，学ぼうという意欲が

高まった。また，なぜそ ういった健康 ・安全を

脅かす問題が多数起きているのかということを

考えさせることで，消費者としての視点で，人

や環境に優しい住生活の在 り方や，望ましい社

会の在 り方についての理解を深めることができ

た。

(4)　住生活の最先端の情報を画像で提示

　「人や環境に配慮 した住まいの在 り方の工

夫」に関する，県内外で施行 されている具体的

な事例を，パワーポイン トで提示した。「環境共

生住宅や環境共生型の町づくり」については，

最先端の住まいの在 り方や県内の環境条例が施

行されている町並みなどを提示し，視覚に訴え

ることにより理解させる手法は，これからの住

生活を考える上で効果的であった。

(5)　臨場感をもたせた安全で快適な住まいの学習

「中越沖地震」の写真の提示や，「真夜中に大

地震が起きた時，あなたは生き残れるのか。」と

いうテーマを設定し，避難経路の確認や非常持

ち出し袋のリス トなどを具体的に考えさせたり

することで，生徒たちは臨場感を持って内容を

理解することができた。また，防災グッズや耐

震対策グッズなどを具体的に提示 し視覚化 した

ことも含めて，自分の家でできる安全で快適な

住まいの工夫に関しての思考を深めることにつ

ながった。

(6)　自己評価の工夫

　毎時間の終わりに，学習プリン トにおいてセ

ルフチェックによる自己評価をさせた。生徒の

個人内基準に差があり，評価 と結び付けた点数

化には至らなかった。 しかし，生徒の本時の目

標確認のためや，「できなかった」と答えた生徒

の掌握に活用できた。

３　評価方法に関する研究成果

(1)観 点別評価の効果的な進め方について

①　毎時間毎の評価規準の解説

　評価規準の達成度にかかわる 「おおむね満

足できると判断される」生徒の状況 （Ｂ）か

-153-



ら 「十分満足できると判断される」生徒の状

況 （Ａ）にするための具体的な支援の仕方に

ついて，下記に示すような方法が効果的であ

った。

　毎時間ごとに，導入時に （Ａ），（Ｂ），（Ｃ），

の評価規準を，その学習を行った次の時間に，

前時の復習として生徒たちに提示 した。その

ことにより，生徒たちはなぜ 自分の評価が

（Ａ）ではなかったのかを明確に把握でき，

「次は （Ａ）の評価がもらえるようがんばろ

う」とい う気持ちになり，生徒たちの学習意

欲を向上させることができた。

　また，「努力を要すると判断される」生徒の

状況 （Ｃ）については，授業中意識 してその

生徒に声掛けを行った。

②　 目標到達度をより高める工夫

　生徒の評価を （Ａ）段階にまで高めるため

に，教師側が （Ａ）の評価規準の内容を意識

的に授業に盛 り込み，答えに結び付くような

ア ドバイスをすることが有効であった。 しか

し，自ら考えを引き出すような適切なア ドバ

イスをすることの難しさを感 じた。

③　評価規準の改善

　平成 １８年度の研究を受けて，評価規準を

整理し改善を行った。（資料２）

　平成 １９年度の評価規準を，量的なものか

ら質的なものを評価するよう改善したところ，

授業の到達目標を明確にし，思考 ・判断の質

を高めることができた。また，評価の観点を

できるだけ減 らすことは，目標が焦点化され

有効であった。

(2)　イメージマップによる効果的な評価

　単元の最後の学習として，学習前と学習後の

知識の量や意識の変化を見るために，イメージ

マップを書かせ，「技能 ・表現」を評価 したと

ころ，本研究のねらい到達度を明確に確認する

ことができ，有効であった。 （資料 ３）

　単元学習前と比較して，学習後の知識の量や

意識の変化が，教師のみならず，生徒にもはっ

きりとわかった。学習前は 「外観や間取り」を

住居の条件 と考えていたが，学習後は 「健康 ・

安全，環境配慮」に求められていることが分か

り，主体的に住生活にかかわろうとする意識が

多くの生徒の学習プ リン トに表現されていた。

イメージマップを用いることにより，効率的に

目標到達度を確認することができた。

４　成果の普及と今後の展望

(1)　研究成果の普及

①　平成 １８年度に，山形県高等学校教育研究

会家庭部会の村山支部研究委員会と連携しな

がら実践研究を行った。平成 １８年度出版 ；

県高教研の研究冊子 「家庭基礎」の展開と評

価その ２において研究成果を部分掲載 した。

（資料４）

②　平成 １８年度に引き続き，平成19年 度に

も公開研究授業を行った。今年度は，本執筆者

ではない家庭科教諭に，昨年度の研究を土台

にして公開研究授業を実施してもらい，誰も

が効果的に実施できる授業の在 り方を模索し

た。授業終了後，指導と評価の研究内容につ

いて発表するとともに，研究協議を行った。

さらに 「これからの住まい」に関するパワー

ポイン トで作成したファイルを希望者に提供

した。

③　本校のホームページに，本研究指定校事業

にかかわる内容を掲載する。

(2)　今後の展望

　４観点に基づいた評価を工夫 しようとすれば

するほど，授業内容の精選及び提示する教材の

研究を余儀なくされる。教師側が目の前にいる

生徒にどのような力を付けさせたいのか，を明

確に意識することの重要性を再認識させられた。

　中学校 と異なり，高校では社会科学的に広い

視点に立った思考をさせ，自分の家庭のみなら

ず，次世代を担 う子どもたちが社会をどう構築

していくか，という視点を盛 り込んだり，自立
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した生活主体者をどう育成するのか，また，人

としてどう生きるのか，を家庭科で学習する意

義は大きい。「家庭基礎」２単位 という限られた

時間内におけるさらなる指導内容の精選と，評

価規準の焦点化が，今後ますます必要とされる。

本研究において，住生活の単元学習を終えた

時に，生徒たちは，住生活を消費者的視点から

社会科学的に捉えることができた。経済効果よ

りも人の命や地球環境を優先させた社会作 りの

必要性について言及 していた生徒もおり、意識

の変容が認められた。

時代の先を見据えた教材の提示の仕方や，人

としてどう生きるのか，を五感を使って体験的

に学ばせるための指導法や，思考させる授業の

工夫など，指導と評価の一体化を目指 して，さ

らなる研鑽 を積んでいきたい。

５　参考資料

(1)　住宅広告 を利 用 した 「作みたい家を選ぼ う」 （資料 １）
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(2)　教師用　評価の観点例 （資料２）
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(3)　イメー ジマップ(Ｏ 学習前 と学習後)　 (資料 ３)

(4)　県家庭部会研究冊子　 (資料４)
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平成18〓19年度学力の把握に関する研究指定校事業研究協議会資料

校 長 名 ： 藤 田充孝

所 在 地 ： 栃木県那須塩原 市下永 田6-4

電話番 号 ：0287-36-1155

Ｉ　 研究指 定校 の概要

１　 学校 ・地域 の特色及 び実態

　昭和36年 栃木 県立那須 工業高等学校 として

開校 し、平成 ９年 に校名 を栃木 県立那須清峰 高

等学校 と改 め、工業 ５学科 と商業科 の計 ６学科

をもつ 、総合選 択制専 門高校 となった。

　教育 目標 に 「Specialistと して のSpirit　 Sense

　 Mannerを 有す る技術 者 の養成 」 を掲 げ、地域

に根 ざ した専 門教 育 を展開 してい る。

　家庭 科 にお いては、平成16年 度 よ り １年生全

学科 「家庭基礎」２ 単位 の授 業 を実施 し、そ の

10分 の ５はＴＴで実験 ・実習 を行 ってい る。

２　 学校 の概要(平 成19年 ５月 １日現在)

教員数　 66名(２ 名)

研究対象 の教科 に関す る科 目の開設 状況

２・３年次 に選択 科 目として 「フー ドデ ザイ ン」

を開設 してい る。

Ⅱ　 研究の内容及び成果等

１　 調査研究について

　(1)　研究主題

　「家庭基礎」における衣生活分野の目標の

実現状況の把握

　(2)　平成19年 度の調査研究のねらい と対象

［調査研究のね らい］

　栃木県高等学校教育研究会家庭部会では、

平成16年 度に 「家庭基礎」２単位の効果的な

指導方法について研究するために、家庭基礎

(題材研究)委 員会を設置 した。

　 学習指導要領では、「家庭基礎」の内容の構

成及び取扱い として(1)人 の一生と家族 ・福

祉、(2)家 族の生活 と健康、(3)消 費生活 と環

境、(4)ホ ームプロジェク トと学校家庭クラ

ブ活動の ４項 目で構成 し、「実践的 ・体験的な

学習活動を中心 として指導するとともに、相

互に有機的な関連を図 り展開できるよう配慮

する」とされている。

　家庭基礎(題 材研究)委 員会では、複数項

目を関連付けて題材を設定 し、普通教科 「家

庭」の目標である 「生活の営みを総合的にとら

えることができる］授業展開について研究を行っ

た。

　 本調査研 究においては、研究対象を衣生活

分野として、家庭基礎(題 材研究)委 員会の研

究をもとに題材 を精選 し、指導方法 と評価方

法の工夫改善を図ることをね らいとした。

　平成18年 度は、年間を通 して、１時間ごと

に 「題材」を設定 し、そこに関連す る他の項

目を盛 り込み授業を行った。計画上は指導内

容を網羅できるようになっていたが、評価を

実施す る段階で内容に偏 りがあ り、焦点化で

きないとい う問題点が生 じた。

　そこで、本調査研究の衣生活の健康 と管理

については、【図 １】に示す ように、昨年度は

６つの題材であったものを、今年度は ３つの

題材に再編 し、評価計画も作成 し直 した。
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【図 １】　題材の再編

［調査研究の対象］

対象学年 ・科 目　 第1学 年　家庭基礎

分野　 衣生活の健康と管理(学 習指導要領の内容(2)イ(ア)(イ)に該当する時間が対象)
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２　 児童生徒の学習の実現状況と考察

　「作って ・着て ・リサイクル」について評価規準を次のように設定 した。

(1)「 清峰エ プ ロンを作 ろ う」

　“清峰エ プ ロン” とは
、本校 で調理実 習時

　に着用す る簡 単なカ フェエ プ ロンで、 ５年前

か ら短時間 での製 作方法 につ いて地元の手芸

店 と相談 しなが ら、その改善 改良 を重ね てき

た。生徒が 自作 の作 品に愛着 を持 て るよ うに、

校 名 に 因ん で、 “清 峰エ プ ロ

ン” と呼ん でい る。 目標 とす

る製 作時間 は ３～ ４時間。 タ

テ70cm× ヨコ110cmの 一枚

の布 の タテ方 向30cmを ポ ケ

ッ ト部分 と して折 り返 し、 ミ

シ ン縫 い のみ で 完成 させ る

清峰エプロン

(ひ もは綿テー プを使用)。 色 は学年 ごとに、

ネ クタイ と同色 の赤 ・青 ・緑 の3色 があ る。

今年度 は、昨年の反省 を も とに、評価規 準 を

明確 に して、関心 ・意欲 ・態度 、思考 ・判 断、

技能 ．表 現の ３つ の観 点か ら評価 を行 った。

関心 ・意欲 ．態度 は実習 中の教師 による観 察

とともに、終 業時 の作業 の進度 状況確認 と授

業への取組について生徒 自身による自己評価

も付 け加 えてみた。実習進度にはほとんど差

が見られず、全員が積極的に実習に取 り組ん

でいた。終業時にクラス全体の取組の様子を

生徒同士が知ることが、次の授業への意欲の

喚起につながった といえる。

進度状況確認

　技能 ・表現は、目標時間内の完成度 と、製

作後のできばえで評価 した。毎年ほぼ全員が

目標時間である３～４時間でエプロンを完成

させることができている。 これはティームテ

ィーチングの指導によるところが大きいが、

その他時間内に完成す ることができる指導の

工夫点 として次のことをあげる。

①　視聴覚機材による説明

パワーポイント

　製 作手順 ・方 法につ いてパ ワーポイ ン トで

始 業時 ・終業時 に説 明 ・確認 を行 う。
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②　 ミシ ン ・アイ ロンの配置

　ミシン コーナ ー ・ア

イ ロン コーナ ー とし

て ま とめて配置 す る。

→教 師の 目が行 き

届 き、個別指 導 がで

きて安 全対策 に もな る。

ミシ ンの配置

③　下糸の準備

　事前に巻いてス トック しておき、巻いて

あるボ ビンを使用 させ る。

　→ ミシンの トラブル防止。

④　仮止 め

　両面接着テープを使用 し、まち針を使用

しない。

　→作業効率がよい。

(2)　「仕事の達人は着 こな し上手」

　 この小題材は、完成 した清峰エプロンの着

装実技テス トを行 う際、 ビデオで調理人の

着こな しや仕事の様子を生徒に見せ、着 こ

な しの大切 さについて考えさせ る授業展開

である。技能 ・表現 と思考 ・判断の ２つの

観点で評価を行った。

　 使用 した ビデオは地元のフランス料理店

シェフの協力を得て撮影 し、本校で編集 し

た ものである。 ビデオを視聴 した生徒たち

は、プロの調理人の着衣め心構 え、着 こな

し、仕 事へ の意 気

込み に大 きな刺激

を受 けた。 その後

で、清 峰エ プ ロン

とバ ンダナ を生徒

に着装 させ 、教師 に よ る評価 と、生徒 同士

に よる相 互評価 を行 った ところ、生徒 は全

員 が素早 く着装 し、 自分 な りの着 こな しを

考 えなが ら、 自分 を積 極 的 に表現す る こと

が で きた。 また、 目標 とす る職 業 人の在 り

方 につい ての考 え を深 め させ るこ ともで き

た。

調理人の着こなし

「豊かな生活者をめざす」家庭基礎

「豊かな生活者をめざす」家庭基礎

ワ ー ク シ ー ト
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★実 践 の様 子

　本校 の調 理実 習 は、 １時間 で調 理→ 試食 →

片付 け まで を行 ってい るが、「仕 事 の達人 は着

こな し上 手」 の授業 を行 うよ うに な ってか ら

は、休 み 時間 の うちに身 支度 を と との え、 チ

ャイ ム と同時 に実習 を ス ター トさせ テ キパ キ

と した行 動が で きる よ うに なった。 この よ う

な生徒 の 変容 は、

一流 シ ェ フの着 こ

な し、仕 事 に取 り

組む 姿勢 に感化 さ

れ た もの と思 われ

る。 調理実習の様子

　 ＨＲの机 に はバ ンダナ を用 いてエ プ ロ ンが

収納 され てい る簡 単バ ッグが あ る。 これ は 、

風 呂敷 の スイ カ包み をエ プ ロン収納 に した も

の で「 仕 事の達 人 は着 こな し上 手 」の授 業 の

なかで、 バ ンダナ の利 用 法 として 、実習 を行

った。 生徒 た ちは 、調 理 実習 時に 、 この簡 単

バ ッグを もって、調 理室 に移動 し、実習 が終

了す る とエプ ロンをたた み、

バ ンダナ で簡 単バ ッグを作

り退 室 してい く。 この よ う

な生徒 の行 動 を見 る と、 環

境負荷 の 少 ない衣生 活 と し

て風 呂敷 文化 につ いて扱 っ

た ことで 、生活 を創 造す る

実践的な態度が育っていると実感 できる。

(3)　「衣生活 と３つのＲ」

　この小題材に入 る前に消費行動 と環境 を ３

時間学習 してお り、その後で被服の再利用 ・

廃棄について環境負荷の少ない生活の取組 と

して考えさせ る授業を展開 した。清峰エプロ

ンの再利用について生徒 に具体的に考えさせ、

思考 ・判断の観点か ら評価 を行った。 ワー ク

シー トへの取組は、教師のア ドバイスひ とつ

で変わってくる。ていねいに具体例を提示 し

たあとで、机間巡視 しながら個別 に生徒の指

バ ンダナ を使 った

工プ ロンの収 納

ワークシート

導をすると、「十分満足できる」と判断 され る

状況まで生徒の思考が深 まることがあった。

　環境負荷の少 ない生活 をす るためには リデ

ュースである被服計画が必要であることにつ

いて知識 ・理解 の観点か ら評価を行った。被

服計画については、 ともす ると断片的知識に

なって しまいがちな内容 であるが、本年度は

資源の有効利用を考えた被服計画の必要性 を

定着 させ ることができた。指導上の工夫点 と

して、パ ワーポイン トを使用 した説明があげ

られ る。

　家庭科の学習は、 自分の生活の課題 を発見

し、それ を解決 してい くホームプ ロジ ェク

ト・学校家庭 クラブ活動に発展 させてい くこ

とが大切である。本校は、工業 ・商業の専門

高校であるため、清峰エプロンの再利用につ

いても消費者の視点 と合わせて、生産者の視

点か らも考え させた。清峰エプロンの再利用,

について専門学科の先生方に相談 した ところ、

昨年「家庭基礎」を履修 した機械科 ２年生(3

9名)で 、機械実習の時間にパイプ椅子 を製
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作 し、その座布に清峰エプ

ロンを再利用 して頂いた。

製作 した椅子は学校祭に屋

外休憩所で使用 した ところ

とても好評であった。今後

の課題 として、学科の特色

を生か した 「ホームプロジ

ェク ト」「学校 家庭 ク ラブ活動 」につ いて も考

えてい きたい。

清峰 エ プ ロンを

リフォー ム して

作 ったパイプ椅子

３　 評価 方法 に関す る研究 成果

　 (1)　ワー クシー ト

　ワー クシー トが授業 内容 を書 き写す ものだ

けに なってい る と、思考 ・判 断や技 能 ・表現

の評価 を行 うこ とがで き ない。 ワー クシー ト

での評価 を充 実 させ るた めには、 考 えを深 め

た り、 意見 をま とめた りす る部分 を明確 にす

るこ とが大切 で ある。 実 際 、授業 の最初 に生

徒 にワー クシー トの どの箇所 で、 教師 が何 を

評価 しよ うと してい るのか を知 らせ た こ とで 、

学ぶ意 欲 が高ま った とい え る。 また 、パ ワー

ポイ ン トと連 動 した ワー クシー トにす るこ と

で 、授 業 の効 率 を あげ るこ とが で き、生徒 に

考 え させ る時間 を十分 取 る こ とがで きた。

　(2)　学 習過程 の確認

　連続 す る実習 におい て は、一 時 間 ご とに簡

単 な進度 状況確認 を行 い 、生徒 の進 度状 況 を

確 か めなが ら授 業 を進 めた。評 価 に至 るま で

の過程 を教師 と生徒 が確認 し合 った こ とで生

徒 の学習 意欲 が高 ま った とい える。何 をいつ 、

どこで、 どの よ うに評価 す るか を生徒 に明確

に伝 えて い くこ とで、生 徒 との信 頼 関係 を築

くこ とが でき、学 習 に取 り組 む姿 勢 がで きて

くる。

　(3)　評価 方法 の検討

　本校 は実験 ・実習 にお いて はテ ィー ムテ ィ

ー チ ング を実施 して い るた め、指導 及び評 価

方 法 につ い て二人 の教師 が互 い に確 認 しな が

ら進 め るこ とがで き、効 果 的で あっ た。 この

よ うに、評価 につ いて研 鑽 を積 んで い くこ と

が、授業の質を上げてい くことにつなが る。

　(4)　題材の精選

　研究 １年 目は複数項 目を関連づけた多 くの

題材を考え、学習内容 を欲張 りすぎて しまい、

評価を行 う段階で焦点化できない とい う問題

点が生 じた。研究 ２年 目に評価を行 うことで、

授業の 目標 が明確になることや授業の質 を高

めてい くことにつながることにやっ と行 き着

いた感がある。衣生活の健康 と管理につ いて

は、 ６つの題材 を ３つに再編 したが、知識を

系統的に教える題材(「 被服材料の 『選択』と

『洗濯』」)と 、複数項 目を関連 させて生活の

営み を総合的 に とらえる ことができる題材

(「作って ・着て ・リサイクル」「快適 に着る」)

に分けたことで、題材を精選することができ

た。

４　成果 の普及 と今後の展望

(1)　今後の展望

　生活は人、もの、金銭、空間、情報等が相

互に関連 し、複雑に絡み合いなが ら営まれて

いる。「家庭基礎」２単位 とい う限 られた時間

の中で生活を総合的に とらえさせ るためには、

評価計画を明確 にし、題材を組み立てていか

ねばな らない。

　今回は、衣生活の健康 と管理 を中心に研究

を行 ったが、今後はそれ以外の領域について

も研究 していきたい と考えている。また、栃

木県高等学校教育研究会家庭部会家庭 基礎

(題材研究)委 員会においても、これまでの

題材 について見直 し、「家庭基礎」２単位 の効

果的な指導 と評価の実践についての研究を継

続 してい く予定である。

(2)　成果の普及

　①　研究資料配布

　栃木県高等学校教育研究会家庭部会総会

にて、本研究の取組について発表 を行 う。

　②　情報公開

　栃木県総合教育セ ンター教材 キ ッ トか

ら、研究成果のＷ ｅｂ発信 を行 う。
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