
 
平成２６年度研究成果中間報告書《平成２６年度指定教育課程研究指定校事業》 

都道府県・ 
指定都市番号 21 都道府県・ 

指定都市名 岐阜県 
研究課題番号・校種名 ２ 高等学校 

教科名 家庭 

研究課題 

新学習指導要領の趣旨等を実現するための教育課程の編成，指導方法等の工夫

改善に関する実践研究 

〇専門教科「家庭」の各科目における新学習指導要領の趣旨の実現状況の把握

についての研究 

①衣食住，ヒューマンサービスに関わる生活産業の各分野において，必要な知

識と技術を確実に定着させる指導方法や評価方法の工夫 

②生活の質の向上を図るための課題解決に向けて，創造的な能力と実践的な能

力を身に付けさせる指導方法や評価方法の工夫 
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所在地（電話番号） 〒502-0004 岐阜県岐阜市三田洞 465－1（TEL：058-237-5331） 

研究内容等掲載ウェブサイト URL http://school.gifu-net.ed.jp/jyohoku-hs/ 

研究のキーワード  ・授業実践からの評価計画の見直し ・「思考」を重視した被服製作実習 

研究成果のポイント 

・年間評価計画及び指導目標を明確にした授業実践から，評価計画の見直しができた。 
・目標と評価に添った「生活産業基礎」の教材をデジタル化し，教員間の共有ができた。 
・マーケットリサーチを継続して実施することで消費者や売り手側の視点の意識付けができた。 
・被服製作分野における技術の定着には，思考を重視した指導やＩＣＴ機器を活用した実習が効

果的であった。ハーフパンツ・ベスト製作の指導用デジタル教材が作成できた。 
・「ファッション造形基礎」実習の評価方法が確立できた。 

 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

生活文化科における新教育課程の専門科目の授業実践を通して，確かな技術力の定着を図るため

の指導方法の研究    
～職業人の育成につながる技術力の定着と実践力の向上を目指して～ 

 

（２）研究主題設定の理由 

生活文化科では２年時から「子ども生活」「ファッション」「食生活」のいずれかを選択する

コース制を実施している。コース制は多様な展開でそれぞれの専門性を深化させることができ

る反面，他分野の専門科目の履修時間は少ない。そのため，将来のスペシャリストとしての基

盤となる家庭生活に関わる基礎的・基本的な知識・技術を１年時に確実に身に付けさせ，２，

３年時のコース学習へとつなげていくことが必要である。また，１年時の学習において食生活

分野と比べ，被服製作分野を苦手と感じる生徒が多いことから，嫌いではないが経験不足から

自信がもてないという現状がある。そのため，２，３年生においても実践につなげる力が十分

とは言えず，技術の定着や応用力に課題があった。そこで，体験的学習を通して技術の定着を

図り，「できる自信」と「実践力」を高めるための効果的な指導方法を研究する。 
 

（３）研究体制 
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（４）１年間の主な取組 

平

成

26

年

度 

4 月 実態調査①（新入生アンケート） 
5 月 「生活産業基礎」マーケットリサーチ① 
6 月 実態調査②（中学校の聞き取り調査） 

「ファッション造形基礎」自己評価表・授業評価表を活用した授業の工夫 
7 月 「生活産業基礎」マーケットリサーチ② 

10 月 「生活産業基礎」評価計画・評価の検証 
「ファッション造形基礎」公開授業・研究協議Ⅰ 

12 月 「ファッション造形基礎」公開授業・研究協議Ⅱ 
「生活産業基礎」マーケットリサーチ③ 

2 月 事後アンケート 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
①「生活産業基礎」における学習状況の把握及び指導方法の工夫と実践 
（ア）目標の実現状況の把握，分析及び指導方法と評価の検証 
（イ）指導方法の工夫と実践 
②被服製作に関する基礎的・基本的な技術を身に付けさせる「ファッション造形基礎」の 
指導方法の工夫と実践 

（ア）実態調査・分析 
（イ）思考を重視した指導方法の工夫 
（ウ）実習における評価の工夫 
（エ）生徒の変容 
 

（２）具体的な研究活動 
①「生活産業基礎」における学習状況の把握及び指導方法の工夫と実践 
（ア）目標の実現状況の把握，分析及び指導方法と評価の検証 

観点別評価を行うことで生徒の目標達成度の確認だけでなく，「目標」「評価規準」「教材」

との関連が重要であることが再認識できた。単元や定期考査ごとに改善点を色分けしながら

記録し，指導計画及び評価規準の見直しを図った。この記録は客観的に変更した点がわかり

次年度につなげることができた。 
■実践例■ 外部講師講習会「プロに学ぶ」と題して，衣・食・ヒューマンサービス分野の

講習会を実施している。講習会の感想やまとめ等の生徒の記述を評価する場合は，記入用紙

のどの部分で，どのように評価するのかを担当者（４名）で打合せし，評価した。評価規準

が明確であるほど効率的に評価ができた。 
評価結果から第１回講習会では，講習会での学びを今後にどう生かすかという記述が少な

く，感想にとどまった生徒が約 80％で，指導目標が生徒に十分伝わっていないことがわかっ

た。そこで，２回目は意図的に指導目標に該当する部分に下線を入れた設問にしたところ，

Ａ評価が 33％増加した。下線を入れ，注目させることで生徒の意識は変化することが分かっ

た。 
 
（イ）マーケットリサーチの取組 

年間を通して３回の市場調査を実施した。５月は実施方法を確認することに重点をおき，

身近なペットボトル飲料を共通の調査対象とした。夏季休業には各自でテーマを設定し調査

をさせ，冬季休業は夏季休業と同一テーマで追調査をさせた。この課題では商品や販売方法，

消費者ニーズの変化について考察させ，提供する側としての視点をもたせることに重点をお

いた。  
例年に比べ調査内容の充実したものが多く，レポートに感想や考察がしっかり記入されて

おり，継続指導の効果がみられた。夏季課題では，調査内容に加え，消費者ニーズと売り手

側の両視点から考察できた生徒が約 45％であった。また，関心・意欲・態度の評価は冬期休

業課題が一番高い結果となったことからも，学習効果の高い題材であった。  
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②被服製作に関する基礎的・基本的な技術を身に付けさせる「ファッション造形基礎」の指導 
方法の工夫と実践 

（ア）実態調査・分析 
  ■新入生アンケート（H26.4 月実施 対象:1 年生 80 人）  
      
  

   
 
 
 
 
 
■中学校家庭科での被服製作分野の学習についての聞き取り調査 

（H26.6 月実施  対象：近隣中学校６校の家庭科教員） 

・指導時間は 9～20 時間と差はあるが，ほとんどが 1 年生で学習をしている。 
・教材としてキットを使用するか教員が布地を準備しているため，布地を購入する経験がな

い。 
 
（イ）思考を重視した指導方法の工夫 

実態調査や２・３年の基礎的・基本的な技術の定着度が低いという実態から，縫製方法を

教える技術指導を重視した指導から，「なぜそのように縫うのか」を自分で考えることを重視

した指導を行うことで，技術の定着を図ることができるのではないかと仮定して実践した。  
昨年までの観点別評価規準は「技能」や「知識・理解」に評価が偏り，特に「思考・判断・

表現」が少なく，４観点の評価バランスが悪いことが明確になった。そこで，単元のどの部

分で考えさせる場面を取り入れることが効果的かを検討し，評価規準を見直した。 
■実践例■ ハーフパンツの製作において股上縫いの工程は理解が難しく，知識の定着が特 
に低い箇所である。股上の縫い合わせ方を自分で考えさせ，合理性かつ立体的な個所の縫製

方法を理解させるため，１/２サイズのパンツ模型で合わせ方を考えさせる時間を確保した。

縫い方についてはＩＣＴ機器を活用し動画で視覚的に理解させた。授業後の定期考査の結果

は次のとおりである。 
＜評価規準＞【知識・理解】左右重ねての股上の縫製方法を理解している。 

・拡大図を用いて生徒に考えさせた「まち針を打つ位置」やビデオで縫い方を確認した「重

ね縫いの位置」は正答率が高く，思考を重視した授業の効果は高かった。 
・「ゴム通し口の縫い方」の正答率が低いのは，知識定着度をみるため授業で図示したパンツ

の方向を設問では逆にしたためである。 
・縫い方を説明する記述問題は予想以上 

に正答率が低く，文章による表現が苦 
手で理解していても説明文が書けない 
ことが分った。言語活動の充実を図る 
手立てとして，ハーフパンツの縫製方 
法を説明と図でまとめる課題を提出さ 
せた。 

 
 

（ウ）実習における評価の工夫 
 ■生徒の自己評価表 

題材ごとに製作工程と評価のポイントを１枚にまとめた「自己評価チェックシート」を作

成し，毎時間実習の最後に振り返りの時間を確保した。製作工程をはじめに示すことで見通

しをもって実習に臨む姿がみられた。また，チェックシートの記入が定着すると，実習の最

後に落ち着いてまとめができるようになり，達成感を感じさせることができた。 

設問 設問内容 解答方法 
正答率 

○ × 

１ 股上の縫い方 記述 62% 38% 

２ 
まち針を打つ位置 図示 86% 14% 

まち針を打つ順序 図示 65% 35% 

３ ゴム通し口の縫い方 図示・説明 50% 50% 

４ 重ね縫いの位置 図示・説明 86% 14% 

５ ゴム通し口の位置 前または後ろ 81% 19% 

定期考査の結果 

技術検定４級の結果と比較
すると「できる」という認
識や規準に差があり，「でき
る」と答えていても実際に
はできない生徒もいた。 
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  ■教員の実習評価表 
実習における「行動観察」の評価用紙を作成した。評価用紙は実習時に指導をしながら記

録できるよう実習室の机列に合わせた。毎時間１枚の評価用紙を用いて目標を明記し評価の

ポイントがずれないようにした。 
実習室の机列に合わせること，目標と対応させた記入欄にすることでチェックがしやすく，

実習中でも評価項目に合わせ簡単に記入ができた。また，実習後にも授業態度を評価するた

めに役立つ資料となった。記録をすることで，つまずき感のある生徒をより早く把握するこ

ともでき個別指導につなげることができた。 
 
（エ）生徒の変容 

■事後アンケート（H27.2 月実施 対象 1 年生 74 人）  
   グラフで示したように，ミシン縫いや手縫い 

ができないと回答した生徒はなく，学習を通し 
て，できる自信がもてたことがわかる。 
 

３ 研究の成果と課題 

（１）成果 

①「生活産業基礎」における学習状況の把握及び指導方法の工夫と実践 
（ア）年間評価計画の作成により目標が明らかになり，教員間の共通理解が図られ評価の基準

も明確になった。効率的に評価ができると，学習プリント等の返却が早期にでき，学習

意欲の喚起につながった。 
（イ）授業実践から，年間評価計画の見直しができた。 
（ウ）目標と評価に添った教材がいかに重要であるかが再認識でき、教材をデジタル化し，教

員間で共有することができた。 
（エ）指導内容を見直し，マーケットリサーチを継続して実施することで消費者，生活産業の

両視点を意識させることができた。 
②被服製作に関する基礎的・基本的な技術を身に付けさせる「ファッション造形基礎」の指導 
方法の工夫と実践及び評価 

（ア）被服製作分野における技術の定着には，「思考」を重視した指導方法やＩＣＴ機器を取

り入れた実習が効果的であった。 
（イ）ハーフパンツ・ベスト製作の指導用デジタル教材を作成し、共有することができた。 
（ウ）簡単に記入ができる実習時の授業評価表は，授業態度を後から確認・評価するために役

立つ記録となった。また，つまづき感がある生徒を早期に把握できたことで個別指導に

つなげることができた。 
 

（２）課題 

①消費者として生活産業に興味はあっても提供する側として捉えることは難しい。消費者，生 
活産業の両視点を意識付けできる指導方法の研究が必要である。 

 ②目標・評価と一体化した学習プリントや自己評価表の工夫と改善及び被服製作実習における 
デジタル教材などを作成し，教員間で共有できるようにする。 
 

（３）研究２年目へ向けての取組 

改善した指導計画・評価規準に基づき授業を実践し，更に内容の充実を図りたい。「ファッシ

ョン造形基礎」だけでなく「ファッション造形」への発展とともに，様々な実習における効率

的な評価方法を確立し，「できる自信」と「実践力」を高めるための効果的な指導方法を追求

していきたい。 

①改善した指導計画・評価規準による授業実践 
②「思考」を重視した被服製作実習の指導方法の研究及びデジタル教材の作成 
③実習時の自己評価表や教員用評価表の工夫  
④研究成果の普及  


