
 

平成２７年度研究成果報告書《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 

40 都道府県・ 
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福岡県 研究課題番号・校種名 ２ 高等学校 

教科名 専門教科 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 

○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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〒807-0863 北九州市八幡西区大膳２丁目 23－１ 

(093)691-3561 

研究内容等掲載ウェブサイト URL http://orio.fku.ed.jp 

研究のキーワード 

社会人講師との連携，言語活動の充実，３年間の体系的学習，学科を越えた連携による指導方法の

工夫 

研究成果のポイント 

○ 社会人講師との連携を生かした指導により, 生徒の衣食住，ヒューマンサービスに関わる専門

的知識・技術の必要性への理解が深まり,専門科目の学習に対する意欲や主体性が向上した。 
○ ３年間継続的に言語活動の充実を図った指導を繰り返すことにより, 生徒の思考力・判断力・

表現力,コミュニケーション能力等を確実に向上させることができた。 

○ シラバス,評価計画,評価の観点等を見直し,学習の目的や生徒に身に付けさせる資質・能力を明

確にすることで,指導と評価の一体化を実践することができた。 

○ 学科を越えた連携による指導の工夫により,協働して学習に取り組み,課題を解決する能力や主

体性を育成することができた。 

○ ３年間の取組により, 「消費行動」や「コミュニケーション能力」の変化が顕著に見られた。 

 
１ 研究主題等 

（１）研究主題 

 

『商品開発』を体系的に推進するための指導方法等の工夫改善に関する実践研究 

 

 

（２）研究主題設定の理由 

本校は，平成 25年度教育課程研究指定校事業の委嘱を受け，１年次「生活産業基礎」にお

いて，『商品開発』についての実践研究を行った。社会人講師との連携や班別学習による言語

活動の充実を図る取組等は，一定の成果を得ることができた。この成果を生かし，平成 26・

27年度，新たにこれまでの取組を３年間見通した体系的な学習活動に発展させることで，さ

らに「企画力」「コミュニケーション能力」を高めたいと考えた。そこで，１年次「商品・サ

ービスの企画，開発」，２年次「試作品の作成」，３年次「販売促進」の体系的な学習カリキ

ュラムを編成し，『商品開発』を推進するための指導方法等の工夫改善について実践研究する

こととした。併せて，評価方法や学科を越えた連携による指導方法の研究により，専門教科

「家庭」の成果を学校全体の取組へと広げることを目指した。 



 

（３）研究体制 

 
 

 

 

 

 

 

 

（４）２年間の主な取組 

     学年 
「生活産業基礎」 「調理」 「課題研究」 

１年生 ２年生 ３年生 

平 
成 
26 
年 
度 

４月 

５月 

６月 

 

 

 

７月 

 

９月 

 

10月 

 

11月 

 

12月 

 

 

１月 

 

生活の変化と生活産業 

○講義・グループ学習 

職業生活と自己実現 

○講義・グループ学習 

 

 

 

 

生活産業と職業 

○講義・ジグソー学習 

○文化祭における学習成

果発表 

○担当官による視察,中間

報告 

生活の変化に対応した 

商品・サービスの提供 

○事前アンケート 

○「アイディアづくり」 

○「コンセプトづくり」 

○「戦略的思考①」 

○「課題研究」生徒実践発

表会 

○「戦略的思考②」 

○「関連法規」 

 

○社会人講師授業① 

「工程表・仕様書・試作品」 

○社会人講師授業② 

「課題発表，原価計算・演習」 

○社会人講師授業③ 

「課題発表，リデザイニング」 

○社会人講師授業④ 

「第１回サンプル提示，リ

デザイニング」 

○文化祭における学習成果

発表 

○担当官による視察,中間報

告 

○社会人講師授業⑤ 

「仕様書決定のための調理

実習」 

○社会人講師授業⑥ 

「ものづくりのまとめ」 

 

○「課題研究」生徒実践発
表会 

○「アイディアづくり」 

○「コンセプトづくり」 

○「戦略的思考①」 

○「戦略的思考②」 

○「関連法規」 

○販売実習 

○「マーケティング」 

○「競争戦略」 

○「お客様づくり」 

 

○文化祭における学習

成果発表,販売実習 

○担当官による視察,中

間報告  

○「商品開発まとめ」 

 

 

 

 

 

○「課題研究」生徒実践

発表会 

 
 

     学年 
「生活産業基礎」 「生活産業情報」 「課題研究」 

１年生 ２年生 ３年生 

平 
成 
27 
年 
度 

４月 

５月 

６月 

 

７月 

 

 

 

９月 

 

生活の変化と生活産業 

○講義・グループ学習 

職業生活と自己実現 

○講義・グループ学習 

生活の変化に対応した 

商品・サービスの提供 

○事前アンケート 

○消費者ニーズの把握 

○商品・サービスの開発及

び販売提供 

 

 

 

○工程表 

○仕様書 

○原価計算 

○試作品の作成 

 

○プレゼンテーション作成 

○発表 

○「アイディア創出」 

○「コンセプト開発」 

○「販売促進」 

○おりこう屋活動 

○販売実習 

○課題解決型学習 

 

 

○課題解決型学習中間

報告 

家庭科会議(10 名) 毎月１回 

「生活産業基礎」担当者会議(４名)  毎週１回 

「生活産業情報」担当者会議(４名) 毎週１回 

  

 
商業科 

家庭科 

研究推進委員会 

 委員長：校長 

「課題研究」担当者会議 毎週１回 

(家庭科３名 商業科２名)  

  

 

   



 

10月 

 

11月 

 

12月 

 

 

１月 

 

○関連法規 

○文化祭における学習成

果発表 

生活産業と職業 

○研究指定校報告会 

○講義・ジグソー学習 

 

 

○「課題研究」生徒実践発

表会 

 

○文化祭における学習成果

発表 

 

○研究指定校報告会 

 

 

 

○「課題研究」生徒実践発

表会 

 

○文化祭における学習

成果発表,販売実習 

 

○研究指定校報告会 

○課題解決型学習最終

報告 

○「商品開発まとめ」 

○「課題研究」生徒実践

発表会 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 

ア ３年間を見通した体系的な学習カリキュラムの構築 
イ 学科を越えた連携による指導方法の工夫 
 

（２）具体的な研究活動 
ア ３年間を見通した体系的な学習カリキュラムの構築 

『商品開発』の指導内容・指導方法の体系化をねらいとして，１年次では「生活産業基

礎」において『商品・サービスの企画，開発』，２年次では「生活産業情報」において『試

作品の作成』，３年次では「課題研究」において『販売促進』を学習テーマに設定し，研究

に取り組んだ。授業は，「講義➡グループ学習➡課題への取組➡発表」という流れを基本と

することで，言語活動の充実を図りながら，生徒が主体的に授業に取り組み，自然に〈知

識・理解〉⇔〈思考・判断・表現〉を繰り返すように指導してきた。このことにより，１

年次の「生活産業基礎」では，『商品・サービスの企画，開発』により，企画力・コミュニ

ケーション力の育成，２年次の「生活産業情報」や類型別の専門科目では，『試作品の作成』

により，思考力・判断力・表現力の育成，３年次の「課題研究～商品開発・販売実習講座

～」では，『販売促進』をテーマに取り組み，課題解決能力の育成を重視し，それぞれの授

業において指導内容・指導方法等を工夫し，実践した。 

また，評価について, 学習活動の様々な場面で活用できるよう工夫した評価表を作成し,

その評価結果から，生徒の学習状況を正確に分析し，各生徒に対する適切な指導の在り方

を見直すと同時に，指導の改善を繰り返してきた。平成 27年度は,評価の客観性を高め, 効

果的・効率的な評価方法についての課題を解決するために「ルーブリック評価」を活用し

た評価方法の工夫に取り組んだ。シラバスと評価計画,評価の観点について事前に生徒に提

示し,学習の目的と身に付けるべき力を確認しながら学習を展開し,本校の生徒の実態や指

導内容に適したオリジナルの評価表を作成した。 

 

イ 学科を越えた連携による指導方法の工夫 

平成 26年度から家庭に関する学科と商業に関する学科が合同で「課題研究～商品開

発・販売実習講座～」において『販売促進』をテーマに取り組むことで，両学科の専

門性を生かした学習活動を展開することを目指してきた。その際，生徒が主体的に学習に

取り組めるよう１・２年次同様，「課題研究」の目標，シラバス，評価計画，評価の観点，

評価項目を明確に設定し，生徒に事前に示した。また，授業は，「講義➡課題➡おりこう屋

活動（販売実習）➡グループ学習➡発表」という流れを基本とし，生徒が，〈知識・理解〉

⇔〈思考・判断・表現〉を繰り返し，これらの学習により身に付いた資質・能力を「おり

こう屋活動（販売実習）」で実践できるように計画した。さらに，活動後には毎時振り返り

を行い，重ねてグループによる課題解決型学習に取り組ませることより，各学科の専門科

目の学習で身に付けた能力を生かし，「販売促進」という共通のテーマの解決に向けて，協

働して学習に取り組み，課題を解決する能力やコミュニケーション能力の向上を意識して

授業に取り組んだ。 



３ 研究の成果と課題 

（１） 成果 

○ 社会人講師の指導・助言を受けながら取り組んできた『商品開発』の体系的な学習カリキュラ

ムを完成することができた。社会人講師との連携を工夫することで，専門性を一層深化させるこ

とができ，授業が活性化した。生徒は，社会・企業・日常生活の関わりを具体的に認識できるよ

うになり，『商品開発』への関心と学習意欲が高まり，学習効果も大きく向上した。『商品開発』

の学習を通して，生活産業と生活の関わりについての理解が深まり，衣食住，ヒューマンサービ

スに関する専門的な知識や技術の必要性を理解させることができた。その結果，２年次の『試作

品の作成』を学習テーマとする専門科目の学習に，これまで以上に意欲的・主体的に取り組む姿

が見られ，各専門分野の知識・理解と技能の定着が向上した。平成 27 年度は，これまで社会人

講師に依頼していた部分の授業を本校教師が行うことで，生徒の特性にあった指導方法をさらに

確立することができた。 

○ 言語活動の充実を図るために, グループ学習・発表・質疑応答等を積極的に授業に取り入れて

きた。１年次「生活産業基礎」では，はじめは発言や発表等に消極的だった生徒が，次第に，聞

き手の立場に立ち，聞き取りやすさや分かりやすさを心がけた発表ができるようになり，生徒の

コミュニケーション能力の高まりを感じた。２年次については，１年次の経験が生かされており，

発表する際の立ち位置や目線，声量等，教師が指示しなくても自然に習得できており，１年次よ

りもコミュニケーション能力が定着していることが明確になった。３年次の発表については,情

報を分析・評価し,論述することができるようになり，グループ学習では,お互いの考えを伝え合

い,課題について構想を立て実践し,評価し,工夫・改善することができるようになった。 
○ 評価について，これまで試行錯誤を繰り返して改善を図ったが，客観性が高く，効果的・効率
的な指導と一体化した評価方法については十分にできていなかった。この課題を解決するため，
平成 27 年度は，連携大学である北九州市立大学見舘好隆准教授に指導・助言をいただき，シラ
バスと評価計画,評価の観点を見直すことができた。このことにより，学習の目的とこの学習を
通してどのような力を身に付けさせたいのか，明確にすることができた。また,生徒は教師の評
価によって的確に自らの学習状況を把握することができるとともに，学習に対する姿勢を見つめ
直すきっかけとなり，その後の主体的な学習を促す効果があった。一方，指導する教員にとって
は，評価結果から生徒一人一人の学習状況を正確に把握し，次の学習指導に生かすことができた。 

○ 学科を越えた連携による指導の工夫について，合同で行う「課題研究」を２年間行ってきた。

平成 27年度の「課題研究～商品開発・販売実習講座～」にてアンケート調査を行ったところ, 家

庭に関する学科と商業に関する学科が合同で商品開発を行うことについて,とても良いと答えた

生徒は 69％で,良いと答えた生徒 31％とあわせると 100％となった。二つの学科の生徒が，それ

ぞれの学びを生かしながら協働して共通のテーマの解決に向けて取り組むことで，主体性や課題

解決能力を確実に育成することができた。さらに，これまでの「○○科のオリジナル商品」とい

う意識から,「折尾高校のオリジナル商品」という意識に変化し,折尾高校が一つになって地域へ

アピールしていく一体感を感じることもでき，学習への意欲が大いに高まった。 

〇 ３年間の取組による生徒の変化を客観的に見るため，「消費行動」「コミュニケーション能力」

「問題解決能力」「自己肯定感」「進路意識」について，研究の開始時と終了時にアンケートを実

施した。いずれの項目も全体比較において意識や能力等の向上が認められた。また，個人比較に

おいてもばらつきはあるものの，確実に意識や能力等の向上が見られ，特に「消費行動」「コミ

ュニケーション能力」において，その傾向が顕著であった。 

（２）課題 

○ 『商品開発』の体系的な学習カリキュラムが完成し，家庭に関する学科と商業に関する学科の

連携を図った効果的な指導方法を確立することができた。今後も，研究内容を整理・スリム化し，

他の学校や他の教科でも活用できるものにすることが課題である。 

（３）指定期間終了後の取組 
ア 『商品開発』の体系的な学習カリキュラムを今後も継続し，指導と評価の一体化を他の
教科にも普及していく。 

イ 研究成果を本校ＨＰで発信したり,福岡県高等学校家庭科研究会の研修会や会誌等で発

表したりすることで広く他校への普及に努める。 


