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研究課題番号・校種名 ２ 中学校 

教科名 技術 

 

研究課題 

 

学習指導要領の指導状況及びこれまでの全国学力・学習状況調査結果から，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 

技術分野の思考力・判断力・表現力等に該当する，「生活を工夫し創造する能力」の育成を，

３年間を見通して計画的に育成するための方策と，育成状況の評価の在り方について 

 

指定年度 平成 27年度～平成 28年度 

学 E

ふ り

AAE校名 E

が な

A（生徒数） AE石川県 E

いしかわけん

AAE白山 E

はくさん

AAE市立 E

し り つ

AAE北星 E

ほくせい

AA E中学校 E

ちゅうがっこう

A（５６５人） 

所在地（電話番号） 石川県白山市平木町１１２番地１（０７６－２７５－４４５４） 

研究内容等掲載ウェブサイト URL http://sc.city.hakusan.ishikawa.jp/hokusei-j/ 

研究のキーワード 

生物育成に関する技術，言語活動，海洋教育 

研究結果のポイント 

○ 「マツの苗づくり」を題材に，技術ガバナンス能力育成を視野に入れ，思考力・判断力・表

現力を育むための題材指導計画が再構築できた。 
○ ワークシートやディジタル教材を開発し，「読む・聞く」，「書く・話す」を取り入れて，学

習活動を行うことができた。 
○ 授業実践後の技術ガバナンス調査の結果，９３．５％の生徒の【選択】の能力が育成された。

また，７３．４％の生徒の【管理運用】の能力が育成された。 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

思考力・判断力・表現力育成のための「読む・聞く」・「書く・話す」を取り入れた学習活動 

 

（２）研究主題設定の理由 

平成２７年度の成果として，校区内の海岸を生徒自らの力で整備するという視点から，「技術を

使って海岸を美しくする」という共通テーマを設定し，海岸に打ち上げられた貝殻等を有効利用す

る「貝殻を利用した堆肥による野菜づくり」，海岸の防風林を生徒の力で再生することをねらいと

した「マツの苗づくり」という二つの題材及び題材指導計画を開発した。さらに，思考力・判断力・

表現力を育むための「読む・聞く」，「書く・話す」を取り入れた学習活動やワークシート，ディジ

タル教材を準備し，授業実践の一例を示すことができた。 

しかし，「マツの苗づくり」の昨年度の実践は，１年目の栽培部分（栽培計画から種の採取まで）

であった。したがって，平成２８年度は，①最終的に植えることができる大きさまで育成するため

の，３年間を見通した題材指導計画について検討していくこと，②苗の成長に合わせて管理作業を

どのように工夫するか，生徒自身が考えることができるよう，情報を提供するワークシートやディ

ジタル教材の開発をすること，③研究の成果と課題をより詳細に把握し，改善につなげるための，



 
生徒の思考力・判断力・表現力の育成状況の把握についても研究することが必要である。これらの

課題について，昨年度までの研究成果を生かして取り組むこととした。 

 

（３）研究体制 

研究に関しては，滋賀大学教育学部教授，岳野公人氏，宮崎大学教育文化学部准教授，湯地敏史

氏の指導・助言を得て推進する。また，公立学校での実践の可能性を検討するために，石川県内の

中学校の協力を得ながら実践授業を展開した。 

 
（４）２年間の主な取組 

平

成

27

年

度 

○生徒自身が問題意識を持ち，思考力・判断力・表現力等を育む題材・場面の検討 
○問題を解決する過程において言語活動を充実するための，教材の開発と，題材指導計画の

作成 
○授業場面において言語活動を充実するための，学習活動・ワークシート・ディジタル教材

等の検討 

平

成

28

年

度 

○３年間を見通した題材指導計画の検討 
○「読む・聞く」，「書く・話す」学習活動が効果的に行えるような，ワークシートやディジ

タル教材の開発 

○「生物育成に関するガバナンス調査」等を参考にした生徒の思考力・判断力・表現力の育

成状況の把握方法についての検討 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
本研究の目的は，技術・家庭科（技術分野）において，生徒の課題解決力育成のための「読む・

聞く」活動と「書く・話す」活動を取り入れた題材の開発及び題材指導計画を作成し，授業実践に

より，その有効性を検討することである。 
そのため，①題材，②題材指導計画，③学習活動・ワークシート・ディジタル教材の三つの内容

について，内容「Ｃ 生物育成に関する技術」に関して研究を進めてきた。 
また，平成２７年度の成果と課題を踏まえ，平成２８年度は特に，①３年間を見通した題材指導

計画，②「読む・聞く」，「書く・話す」学習活動が効果的に行えるような，ワークシートやディジ

タル教材の開発，③「生物育成に関するガバナンス調査」等を参考にした生徒の思考力・判断力・

表現力の育成状況の把握方法について検討した。 
さらに,それらを石川県内の学校に公開し，他校でも同様の授業実践を試み，その有効性を検証し，

改善を図っていくこととした。 
 
（２）具体的な研究活動 
① ３年間を見通した題材指導計画の検討 

平成２７年度に開発した「マツの苗づくり」の題材及び題材指導計画を基に，平成２８年度は，

技術・家庭科技術分野の役割として極めて重要とされる技術ガバナンス能力の育成も重視した題材

指導計画について検討した。技術ガバナンス能力とは，「科学技術革新の成果が広く深く社会と生

活に浸透した２１世紀において，国民が自ら技術の光と影に対して理解し，判断・発言・行動でき



 
る能力」と定義する※。具体的には，１年次は，「第一次 地域の海岸の状況と私たちの生活 １時

間」，「第二次 目的とするマツの育成計画立案 ６時間」を行い，技術ガバナンス能力の下位能力

「【選択】：必要に応じて適切な技術を選択する能力」の育成を目指すこととした。２年次は，「第

三次 目的とするマツの栽培 ６時間」，「第四次 生物の育成と私たちの生活 ２時間」を行い，

技術ガバナンス能力の下位能力「【管理運用】：選択した技術を適切に管理運用する能力」の育成を

目指すこととし，題材指導計画の再構築を行った（※上野耕史他：中学生の技術に関わるガバナン

ス能力の調査とそれに基づいたカリキュラムの開発・検証，平成２３年度～２６年度科学研究費補

助金（基盤研究（Ｂ））最終年次研究成果報告書による）。 
 

② 「読む・聞く」，「書く・話す」学習活動が効果的に行えるような，ワークシートやディジタル

教材の開発 
 再構築した題材指導計画に合

わせて，「読む・聞く」，「書く・

話す」学習活動が効果的に行える

ような，ワークシートやディジタ

ル教材の開発をした。例えば，「第

二次 目的とするマツの育成計

画立案【選択】」の「害虫に強い

マツの栽培方法を決める」場面で

は，林業試験場の方のメッセージ

から害虫に強い苗を育成すると

きに考えていることを読み取り

（「読む」活動）」，その思考とこ

れまでの学習を基に，いくつかの

管理作業から選択し，理由付けを 
して自分で栽培計画を決め 
（「書く」活動），級友との話し 
合い（「話す」活動）から他者の 
考えを聞いて思考をなぞり（「聞く」活動），他者からの思考を参考に，最終的な栽培計画を決める

ワークシートとした（図１）。林業試験場の方のメッセージや，管理作業の選択が効果的に行える

ように，ディジタル教材を修正し，活用した。 
 「第三次 目的とするマツの栽培【管理運用】」では，マツの苗を観察（「読む」活動）し，その

状態に合わせて管理作業をワークシートにまとめ（「書く」活動），級友との話合い（「話す」活動）

から他者の思考をなぞり（「聞く」活動），最終的な管理作業を決めるワークシートとした。 
 
③ 「生物育成に関するガバナンス調査」等を参考にした生徒の思考力・判断力・表現力の育成状

況の把握方法についての検討 
 「平成２４年度中学校技術ガバナンス内容Ｃ調査票」を用いて，生徒の技術ガバナンス能力の状

況を把握した。調査は平成２７年度入学生（２年次）の授業実践後に実施した。また，先行研究の

結果と比較しながら，本校生徒の思考力・判断力・表現力の育成状況の把握方法について検討した。 

図１ 「害虫に強いマツの栽培方法を決める」場面における

ワークシート（例） 



 
３ 研究の結果と今後の取組 

（１） 研究の結果 

○ 「マツの苗づくり」を題材に，技術ガバナンス能力育成を視野に入れ，思考力・判断力・表

現力を育むための題材指導計画が再構築できた。 
○ １年次の【選択】の場面では，「読む・聞く」，「書く・話す」を取り入れた学習活動を行う

ことによって，専門家や級友の思考を参考に，害虫に強い苗づくりの管理作業を選択できた。

また，１年次の生徒において，言語活動に関する調査を４件法で実施し，有意差検定で分析し

たところ，【選択】の授業実践前は合計得点が１２．０点，授業実践後は合計得点が１２．３

点となり，５%水準で有意に意識が向上することを確認した。２年次の【管理運用】の場面で

も同様に，「読む・聞く」，「書く・話す」を取り入れた学習活動を行うことによって，育苗に

必要な管理作業を決定し，作業できた。また，これらの言語活動が効果的に行えるようなワー

クシートやディジタル教材が開発できた。 
○ ２年次５クラスの施肥についての【選択】に関する問題では，９３．５％が正解を選択して

いた（表１）。この結果は，平成２４年の全国の結果（８６．０％）より約７％高く，本授業

実践によって，必要に応じて適切な技術を選択する能力が育成されたと思われる。 
  ２年次５クラスの農薬についての【管理運用】に関する問題では，７３．４％が正解を選択

していた（表２）。この結果は，平成２４年の全国の結果（５２．５％）より約２１％高い。

しかし，約２７％は誤った回答をしており，生徒の技術の【管理運用】に関する適切な判断に

は課題が残ったと思われる。 
 

表 1 ２年次の授業実践後の        表 2 ２年次の授業実践後の 

【選択】に関する回答結果        【管理運用】に関する回答結果 

  

   

 

（２）今後の取組 

本研究で育苗したマツの苗は，地域の海岸に来年度植樹する。また，東北の被災地（宮城県多賀

城市）に防災林として送る予定である。このような学習活動を通して，海岸環境を理解し，技術を

使って適切な方法で海岸環境を整備するなど社会に貢献できる生徒を育てていきたい。 
題材指導計画は，評価方法やディジタル教材の活用方法について再検討し，石川県内や他県の中

学校においても同様の授業実践が実施できるものとしたい。 
研究成果は，全国の技術・家庭科の学会発表などでその普及を図る。また，本研究課題に関する

Web ページを起ち上げ，研究成果の普及を行う予定である。                             

設計後
（２年）

実践後
（２年）

実践後
（全国）

人数
（割合）

人数
（割合）

人数
（割合）

①肥料が多いほど作物の生育は促進されるた
め，なるべく多くの肥料を毎日施肥する

1人
（0.6%）

2人
（1.2%）

34人
（2.6%）

②追肥を行うと，水質や大気の汚染など環境
に悪影響を及ぼすため，葉色がうすくなり，肥
料が欠乏しても施肥を行わない

11人
（6.8%）

6人
（3.6%）

76人
（5.8%）

③必要な肥料の量を計算して，過剰となら
ないように適量を施肥する

140人
（86.4%）

158人
（93.5%）

1122人
（86.0%）

④肥料が流れないように，作物の根の直下を
深く掘り返して肥料を埋める

10人
（6.2%）

3人
（1.8%）

66人
（5.1%）

回答選択肢

設計後
（２年）

実践後
（２年）

実践後
（全国）

人数
（割合）

人数
（割合）

人数
（割合）

①害虫を徹底的に退治するために，規定より濃
い濃度で化学農薬を散布する

16人
（9.9%）

2人
（1.2%）

68人
（5.2%）

②化学農薬を散布する際，面倒なのでマスクや
手袋を用いない

1人
（0.6%）

2人
（1.2%）

22人
（1.7%）

③化学農薬の散布から収穫までの規定日数が
とれないが，害虫による被害を抑えるために，
規定より低い濃度で農薬を散布する

76人
（46.9%）

41人
（24.3%）

526人
（40.5%）

④収穫間近なため，化学農薬の散布を避
け，害虫を手で除去する

69人
（42.6%）

124人
（73.4%）

683人
（52.5%）

回答選択肢


