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指定都市番号 
３ 
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指定都市名 
岩手県 

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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（491人） 

所在地（電話番号） 岩手県花巻市石鳥谷町北寺林 11－1825－1（0198-45-3731） 

研究内容等掲載ウェブサイト URL http://www2.iwate-ed.jp/hkb-h/ 

研究のキーワード 

・職業人の視点   ・商品の開発,製造,販売   ・言語活動とアクティブラーニング 

・学習評価シート  ・「生活産業経営実践」へのつながり  

研究成果のポイント 

○「生活産業基礎」による職業人の視点を取り入れた商品開発やインタビュー・グループシート等

を活用した学習は，生活産業や関連する職業への関心を高め，進路選択やコース選択に役立った。 

○２年次の「フードデザイン」における食材の調理実験や，「子どもの発達と保育」における発達

年齢を意識した比較製作により，必要な知識や技術の定着が図られた。 

○１・２年次で学んだことを総合的に活用して課題解決を図る「生活産業経営実践」の学習により，

創造的な能力と実践的な能力が身に付いた。 

○学習評価シートの導入により考査以外の観点別評価の重み付けや集計が効率的になった。 

 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

生活産業や関連する職業への関心を高め，職業人の視点で捉えた課題解決ができる実践的な能力

を身に付けさせる指導方法や評価方法の工夫 

（２）研究主題設定の理由 

本校の総合生活科では専門性を深めるため，２年次から「地域生活文化コース」と「児童・高齢

者福祉コース」を設定しているが，各コースの学習をより充実させるために，１年次の「生活産業

基礎」の指導方法や評価方法を検討する必要がある。 

「生活産業基礎」では，２学年の各コースの学習内容を見据えて「食生活」と「ヒューマンサー

ビス」に関連する生活産業を中心に取り扱っている。本研究では，各分野の２年次・３年次への系

統的な学習内容を検討するとともに，「食生活」分野では地域の産業や消費者ニーズを捉えた商品

開発等の学習，「ヒューマンサービス」分野では乳幼児の保育や高齢者の介護等に必要な実践的な

学習について工夫することで，関連する職業への関心を高め，実践的な能力を身に付けさせること



にした。   

（３）研究体制 

 教科担当者３名を中心に，定期的に授業の検討会を実施して研究を深めた。学習評価シートを使

用した評価方法については，教務部を中心に学校全体で取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）２年間の主な取組 

平

成

26

年

度 

4 月～ 5 月 ・実態調査，分析  ・年間指導計画，シラバスの見直し 

6 月～ 9 月 ・学校訪問による指導法の検討  ・評価規準と評価方法の研究 

・テスト法による調査①  ・教材と指導方法の工夫 

・社会人講師による職業講話① 

10 月～12 月 ・授業実践  ・公開授業と研究協議  

・テスト法による調査②  ・成果の検証 

1 月～ 3 月 ・社会人講師による職業講話②  ・中間まとめの作成 

・反省と課題の把握  ・課題の把握と次年度の計画 

平

成

27

年

度 

4 月～  6 月 ・年間指導計画，シラバスの見直し  ・実態調査，分析 

・評価規準と評価方法の研究 

7 月～  9 月 ・先進校視察による指導法の検討  ・教材と指導方法の工夫 

・校内（評価方法）研修会の実施  ・公開授業と研究協議    

10 月～12 月 ・授業の工夫，改善実践  ・成果の検証と課題の把握 

1 月～  3 月 ・研究のまとめと公開 

 

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」における指導と評価の工夫 

１年次の「生活産業基礎」における，食とヒューマンサービスに関わる生活産業への関心を高

め, 職業人の視点で捉えた課題解決ができる知識と技術を定着させる指導方法の工夫と学習

評価シートを活用した観点別評価方法の工夫についての研究をする。 

②次年度への系統性を意識した指導方法の工夫 

２年次の関連科目「フードデザイン」と「子どもの発達と保育」における，３年次へのつなが

りを意識した，必要な知識と技術を確実に定着させる指導方法の工夫についての研究をする。 

③「生活産業経営実践」における科目の総合化の工夫 

３年次の学校設定科目「生活産業経営実践」における，生活の質の向上や地域貢献を達成する
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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の工夫につ

いての研究をする。 

（２）具体的な研究活動 

①「生活産業基礎」における指導と評価の工夫 

 ア 食生活関連分野における「商品の開発・製造・販売」の取組 

  ・地域の特産品を用いたオリジナル「焼き菓子」の開発 

   保存期間の比較的長い「焼き菓子」を題材に，市場調査・企画書の立案から試作・改善・

製造・文化祭での販売・収支決算までの一連を学習することで，食品製造業で働く職業人

の視点から課題解決ができる技術の定着に取り組んだ。 

  ・実物観察を取り入れた食品表示ラベルの作成 

   開発商品の食品表示ラベルの作成を題材に，実物観察による保存期間の設定や関連法規へ

の理解を深め，職業人の視点から課題解決ができる知識の定着を図った。 

 イ ヒューマンサービス関連分野における「職業人に求められるニーズ」の把握に関する取組 

  ・個別インタビューにより職業人への関心を高め，その後のジグソー活動を取り入れた情報

共有と言語化や社会人講師による講話等からニーズを把握し理解の定着を図った。 

 ウ 言語活動とアクティブラーニングを取り入れたグループ活動（ＫＪ法）の取組 

  ・分野・内容を問わず，課題について自分の考えを「付箋紙」に書かせ，その後グループ内

で発表し合い，類似した考えをまとめて「グループシート」に貼り付け，キーワードや文

章でまとめる活動を取り入れた。さらに「グループシート」を黒板に貼り付けて発表させ，

クラスの意見を共有することで，課題解決を図った。 

 エ 学習評価シートを活用した，観点別評価方法の工夫 

   ・岩手県で平成 28 年度から実施する観点別評価のための「学習評価シート」を試行的に活

用した。四観点別に評価の割合をシラバスから転記し，その重み付けは「考査」と「考査

以外」で構成している。考査問題は「知識・理解」だけでなく他の観点からも出題した。

「考査以外」は授業後評価が終わる毎に入力し，100 点法の割合で自動計算できる仕組み

になっている。 

②次年度への系統性を意識した指導方法の工夫 

 ア 「フードデザイン」における「仮説と検証に視点を置いた調理実験」の取組 

  ・県の魚である南部鮭を題材とし，魚の臭みを，身近にある食品を活用しながら除去する方

法について比較実験により理解を深めた。「蒸し焼き」を取り上げ，食味の違いが認識で

きる方法を採用した。 

  ・地元の主要農産物であるが，日常的な食品とはいえない雑穀（稗・粟・黍糯）を題材とし，

下処理の方法や加熱（炊く）による違いについて比較実験により理解を深めた。 

 イ 「子どもの発達と保育」における「発達年齢に応じた絵本の比較製作」の取組 

  ・子供の発達過程や特性を意識させながら，個々にアイディアを持ち寄り，設定時間内にグ

ループで１冊の対象年齢を捉えた絵本を創造・製作させた。工夫点を発表して比較するこ

とで発達段階の違いに合わせた表現方法を身に付けさせた。  

③「生活産業経営実践」における学習の深化と総合化の工夫 

  ア プレゼンテーション・グループワーク・実習を中心とした授業形態とワークシート・レポ

ート・作品などについて，絶対評価と相対評価を取り入れた観点別評価への取組 

イ 東日本大震災の被災地である大槌町の復興支援活動等を通じた社会貢献学習への取組 



   ・特産の「南部鮭」と「雑穀」を使った，各々の商品開発・製造・販売と普及活動の実施 

・大槌町の児童施設（幼稚園・保育園）と高齢者施設（グループホーム・仮設住宅）におけ

る，自作遊具による交流活動と運動を取り入れた交流活動の実施 

ウ 年間を通じたポートフォリオの作成による，学びの持続性と一元化を促す取組 

３ 研究の成果と課題 

（１） 成果 

○【２年次における成果】生活産業の各分野における，必要な知識と技術の確実な定着 

 ２年次の「フードデザイン」の調理実験により「地域食材の下処理の方法」を理解した生徒は

56％，概ね理解した生徒は 38％であった。その後の個別調理で 100％の生徒が調理法に併せて

魚の臭みを取る下処理を行い技術の定着が見られた。また，「子どもの発達と保育」の絵本の比

較製作により「年齢に応じた特徴」を理解した生徒は 38％，概ね理解した生徒は 62％であった。 

○【３年次における成果】生活の質の向上を図るための課題解決による，創造的な能力と実践的な

能力の定着 

 ３年生対象の調査で「生活産業経営実践の授業でどのような力が身に付いたと思うか」の自由記

述に，92％の生徒が一つ以上の能力を挙げており，創造的な能力及びこれに準ずる記述が 23％，

実践的な能力及びこれに準ずる記述が 66％あった。「どのような科目が生かされたか」の調査で

は，１年次で学習した「子ども文化」「生活産業基礎」「家庭総合」の順に多いが，学んだすべて

の専門科目が挙げられており，総合的効果として実践的な能力が身に付いていると判断できる。 

・【「生活産業基礎」における成果】生活産業や関連する職業への関心の高まり 

生活産業に関連する職業への進路希望は入学時より高かったクラスであるが，生活産業基礎の学

習を経て 12 月の調査では進路希望に変化が生じている生徒が多い。これは，様々な生活関連職

業の具体を知ったことで，関心の高まり，やりたいことが増えたことや現実を知ったことによる

幅の広がりであることが生徒の記述等から分析できる。 

（２） 課題 

○生活産業の各分野において，必要とされる知識と技術の見極めと技術の定着の検証について，さ

らなる研究が必要である。 

・「生活産業基礎」における職業人の視点で捉えた授業展開等により，進路選択の幅が広がり進路

に迷いが生じた生徒については，クラス担任と連携を図りながら個別の情報提供や相談が必要で

ある。 

（３）指定期間終了後の取組 

職業人の視点を取り入れた商品開発やグループシートを活用したアクティブラーニング，学習評

価シートの活用，「生活産業経営実践」へのつながりを意識した系統的学習等成果が見られた取組

については，情報共有しながら継続する。また，研究の詳細については，広く情報発信すると共に，

改善が必要な課題については継続研究する。 
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