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Ⅱ 調査結果の概要

技術分野

１ 調査問題の構成

技術分野では，「Ⅰ 調査の概要」で述べたとおり，「設計と材料加工」及び「エネ

ルギー」を中心とした問題（「内容Ａ」）と「情報」を中心とした問題（「内容Ｂ」）

の２種類の問題を作成し，「内容Ａ」では，ペーパーテスト及び実技調査，「内容Ｂ」

では，コンピュータによる出題・解答を行う調査として実施した。

内容Ａ及びＢの問題の構成は次のとおりである。下表の「問題の種類」については，

設問（大問）単位で，ア～ウのどの状況をみるかを示している。

ア 基礎的・基本的な知識・理解

イ 知識を活用して工夫し創造する力

ウ 基礎的・基本的な技能

問題数 問題の種類出 題 内 容 学習指導要領の内容

１ 目的や材料に適した加工法の選択 4 ア内 調 A(3) 工具や機器の使用

方法及び加工技術容 査

２ 工具の仕組みと，それを生かした効 2 アＡ Ⅰ A(3) 工具や機器の使用

方法及び加工技術果的な使用方法

３ 材料の特徴 3 アA(2) 製作品の設計

４ 製作に必要な図のかき方 1 アA(2) 製作品の設計

５ 部品の寸法や荷重を考えた材料の使 3 ア・ウA(2) 製作品の設計

い方など

６ 構造をじょうぶにする方法 2 アA(2) 製作品の設計

７ 生活や産業の中で情報手段の果たし 2 アB(1) 情報手段の果たし

ている役割ている役割

８ 情報通信ネットワークの利用方法 5 アB(4) 情報通信ネットワ

ーク

９ 技術が環境や社会に与えた影響など 6 アA(1) 技術の果たしてい

る役割

10 電気機器の事故防止や保守点検， 9 ア・イA(1) 技術の果たしてい

る役割技術の適切な使用

A(4) 機器の仕組みと保

守

11 電気機器が作動しない原因の追究 3 イA(4) 機器の仕組みと保

守

工具の仕組みを生かした効果的な使用 2 イ・ウⅡ A(3) 工具や機器の使用

方法及び加工技術
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問題数 問題の種類出 題 内 容 学習指導要領の内容

１ 目的や材料に適した加工法の選択 4 ア内 調 A(3) 工具や機器の使用

方法及び加工技術容 査

２ 材料の特徴 3 アＢ Ⅰ A(2) 製作品の設計

３ 生活や産業の中で情報手段の果たし 2 アB(1) 情報手段の果たし

ている役割ている役割

４ コンピュータの基本的な構成と機能 4 アB(2) コンピュータの構

成と機能及び操作及び操作

５ 目的に応じた応用ソフトウェアの選 3 アB(3) コンピュータの利

用択

６ 情報通信ネットワークにおける情報 4 アB(4) 情報通信ネットワ

ーク伝達の特徴

７ 情報通信ネットワークの利用方法 5 アB(4) 情報通信ネットワ

ーク

８ 必要な情報の収集 4 ウB(4) 情報通信ネットワ

ーク

９ 技術が環境や社会に与えた影響など 6 アA(1) 技術の果たしてい

る役割

10 動力伝達の仕組みや電気回路につい 6 ア・イA(4) 機器の仕組みと保

守ての理解と保守点検など

１ 応用ソフトウェアを用いた情報の処 1 イⅡ B(3) コンピュータの利

用理

２ 必要な情報の収集 2 イ・ウB(4) 情報通信ネットワ

ーク

○ 内容Ｂの調査方法

内容Ｂの調査Ⅰ，調査Ⅱ及び生徒質問紙については，生徒１人１台のコンピュータ

を使用した調査とした。出題及び解答（回答）については，調査問題を画面上に表示

し，生徒がマウス又はキーボードを使用して入力する方法をとった。調査問題ソフト

ウェアについては，研究所において作成し，使用するコンピュータについては，生徒

が使い慣れた調査実施校のコンピュータ教室の機器を使用した。

ア 調査実施の流れ

調査は以下のような手順で実施した。

・ 実施当日，研究所が派遣したスタッフ（１名）が，調査実施前に，調査問題が

保存されたＵＳＢメモリを調査実施校のコンピュータに接続する。

－14－



・ 調査問題ソフトウェアはコンピュータ本体にインストールせず，ＵＳＢメモリ

から起動する。

・ コンピュータの操作能力の解答（回答）への影響を確認するための「事前調

査」を実施する。

・ 調査を実施する。なお，調査問題ソフトウェアはすべての調査が終了後，自動

的に削除される。また，生徒の解答（回答）したデータは暗号化されてＵＳＢメ

モリに保存される。

・ スタッフが生徒のデータを回収するとともに，すべてのＵＳＢメモリをフォー

マットする。

イ 事前調査

内容Ｂの調査では，解答（回答）を生徒がキーボードを使って文字を入力したり，

マウスを使って選択肢をクリックして選んだりするため，これらの操作に関する技

能の習得状況の差が調査結果に影響することが予想される。そこで，本調査を実施

する前に，(1)キーボードによる文字入力，(2)マウスのクリック・ドラッグに関す

る調査を行った。

(1)では，英数混合の文章（２１３字）を画面に表示し，制限時間（５分）内で入

力できた文字数をカウントした。(2)は，画面の様々な位置に表示されるボタンにマ

ウスポインタを合わせてクリックするという作業を制限時間（２分）内に５回，さ

らに，画面に表示された丸を指定位置までドラッグするという作業を制限時間（３

分）内に５回行った。

調査（内容Ｂ調査Ⅰ，調査Ⅱ及び生徒質問紙）の結果分析のために，参考として

考察すると，(1)において文字が入力できなかった生徒が0.4％，(2)においてドラッ

グが時間内に終了しなかった生徒が0.1％であり，調査の結果において，キーボード

による文字入力やマウスによるクリック・ドラッグの操作技能の影響を考慮する必

要はないと判断した。

なお，参考として，事前調査の結果は以下のとおりである。

＜(1)キーボードによる文字入力＞

【解答類型ごとの反応率】

反応率（％）解答類型

１ 全文字入力完了 10.2

解 ２ 37.4100 文字以上の入力

答 ３ 34.550 100文字以上 文字未満の入力

類 ４ 17.41 50文字以上 文字未満の入力

型 ５ 文字の入力 0.40

０ 無解答（データが保存されず） 0.1
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＜(2)マウスによるクリック・ドラッグ＞

【解答類型ごとの反応率】

反応率（％）解答類型

解 １ クリック及びドラッグの両方が完了 99.7

答 ２ クリックのみ完了 0.1

類 ３ ドラッグのみ完了 0.0

型 ４ 0.0両方が完了せず

０ 無解答（データが保存されず） 0.2

図 事前調査に用いたソフトウェアの画面
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２ 調査結果の概要

(1) 生活や産業の中で技術の果たしている役割（内容Ａ調査Ⅰ９，10キ，ク，ケ）

中学校学習指導要領（平成10年告示） Ａ 技術とものづくり (1) 技術の果たしている役割

（出題のねらい）

技術と環境・エネルギー・資源との関係や，技術に対する基本的な考え方について，

では，リサイクル技術を例に，技術が環境や社会に与える影響についての理解の状９

況を， キ，ク，ケでは，実際の日常生活の場面の中で，環境保全・省エネルギー・10

省資源等の視点から，技術の適切な使用について考える能力の状況を把握することを

ねらいとした。

＜技術が環境や社会に与えた影響など＞（内容Ａ調査Ⅰ９）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

技術と環境・エネ ア 技術が環境 技術の発達による家事や労働における作９

ルギー・資源との や社会に与 業の軽減

関係と，技術が社 イ える影響に 技術の開発・活用における環境保全への

会に与える影響を ついて，適 配慮

理解している ウ 切な用語を 廃棄物からアルミニウムを精製する際

選択する に，必要なエネルギーの減少

エ リサイクル率の向上によるエネルギー消

費量の削減

オ リサイクル率の向上による二酸化炭素排

出量の抑制

カ 循環型社会の構築における技術の発達の

役割

（調査問題）

次の文章のアからカについて，あとの から の中からもっとも適切なものを一つずつ９ １ ３

選び，その番号を解答用紙に書きなさい。

技術の発達は，家事や労働における作業の（ ア ），能率や生産性の向上をもたら

し，その結果，生活様式や職場環境を変化させてきた。今後は，このような生活の向上とと

もに，省資源・省エネルギー・（ イ ）に配慮しながら，さらなる技術の開発と活用を考え

ていかなければならない。

例えば，アルミニウムは，原料からアルミを精製するエネルギー消費量より，アルミ缶な

どの廃棄物を溶かすエネルギー消費量の方が（ ウ ）。そのため，リサイクル率が上が

ればそれだけエネルギー消費量の（ エ ）になり，（ オ ）の排出量を抑えることができ

る。

このように，廃棄物を再利用する（ カ ）型の社会を考える上でも，技術の発達は重
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要な役割を果たしている。

ア 悪化 増大 軽減１ ２ ３

イ 利潤 スピード 環境保全１ ２ ３

ウ 少ない 同じ 多い１ ２ ３

エ 削減 浪費 増大１ ２ ３

オ 酸素 二酸化炭素 オゾン１ ２ ３

カ 循環 非循環 浪費１ ２ ３

② 調査結果の分析

ア 通過率

について，選択肢の中から正しい用語を技術と環境・エネルギー・資源との関係

選ぶ問題では，出題した６問の通過率は93.1％～51.4％であり，全問正答した生徒

の割合は35.1％であった。

このうち，「 技術の開発・活用について環境保全にも配慮しなければならなイ

いこと」 93.1％），「 循環型社会を構築するためには，技術の発達が重要で（ カ

あること」（90.7％），「 リサイクル率の上昇が二酸化炭素の排出量を抑えるオ

こと」（89.7％）を選択する問題では，通過率が約90％であった。

一方「 アルミニウムは，原料から精製するために必要なエネルギーより廃棄ウ

物を溶かすために必要なエネルギーの方が少ないこと」を選択する問題の通過率は

51.4％であり，誤答として「多い」を選択した生徒が46.6％みられた。

また，「 技術の発達により家事や労働における作業が軽減したこと」を選択ア

する問題の通過率は72.7％で，誤答として「増大」を選択した生徒が23.6％みられ

た。

イ 質問紙調査の結果

この問題に関連する，「技術分野の授業で，省資源や省エネルギーについて理解

できましたか」（生徒質問紙 (９)）に対して，「できた」又は「どちらかといえ３

ばできた」と肯定的な回答をした生徒の割合は59.1％であり，「できなかった」又

は「どちらかといえばできなかった」と否定的な回答をした生徒の割合は40.8％で

あった。

20.8 38.3 26.0 14.7

0% 20% 40% 60% 80% 100 %

3(9) 技術分野の授業で，省資源や省エネルギー

について理解できましたか。

できた どちらかといえば
できた

どちらかといえば
できなかった

できなかった その他 無回答
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また，「技術分野の授業で，技術がどのように今日まで発達してきて，現在の社

会にどのように活用されているかということについて理解できましたか」（生徒質

問紙 (10)）に対して，「できた」又は「どちらかといえばできた」と肯定的な回３

答をした生徒の割合は62.7％であったが，「できなかった」又は「どちらかといえ

ばできなかった」と否定的な回答をした生徒の割合も37.1％みられた。

調査問題の結果との関連をみると，双方とも肯定と否定との間に顕著な傾向はみ

られなかった。

＜技術の適切な使用＞（内容Ａ調査Ⅰ10キ，ク，ケ）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

環境保全・省エネル キ 環境保全・省エネル 夏場のエアコンの設定温度10

ギー・省資源等の視 ク ギー・省資源等の視 白熱電球と電球型蛍光ランプ

点から，技術を適切 ケ 点から，技術の使用 古い電気製品の使用

に使用できる 方法の適否を判断す

る

（調査問題の一部）

10 １ ３次のアからケは電気製品の取扱い等を示しています。正誤について，あとの から

の中からもっとも適切なものを一つずつ選び，その番号を解答用紙に書きなさい。

キ 省エネルギーのために，夏場のエアコンの設定温度を２８度

から２４度に下げる。

正しい１

誤り２

どちらともいえない３

ク 省エネルギーのために，廊下の電球などを６０Wの白熱電球

から同じ明るさの電球型蛍光ランプに交換する。

正しい１

誤り２

どちらともいえない３

19.8 42.9 25.4 11.7

0% 20% 40% 60% 80% 100 %

3(10) 技術分野の授業で，技術がどのように
今日まで発達してきて，現在の社会に

どのように活用されているかということ
について理解できましたか。

できた どちらかといえば
できた

どちらかといえば
できなかった

できなかった その他 無回答
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ケ 省資源，省エネルギーのために，古い電気製品もできる

限り長期間使うようにする。

正しい１

誤り２

どちらともいえない３

② 調査結果の分析

ア 通過率

を判断す環境保全・省エネルギー・省資源等の視点から，技術の使用方法の適否

る問題（ キ，ク，ケ）について，全問正答した生徒の割合は17.3％であった。10

「 省エネルギーのために，夏場のエアコンの設定温度を２８度から２４度にキ

変える」は，消費電力が増大することから「誤り」を選択した生徒の割合（通過

率）は78.4％であった。

一方，「 省エネルギーのために，廊下の電球などを６０Ｗの白熱電球から同ク

じ明るさの電球型蛍光ランプに交換する」は，電球型蛍光ランプの方が消費電力が

減少することから「正しい」を選択した生徒の割合（通過率）は46.2％であった。

誤答として「どちらともいえない」を選択した生徒が36.6％みられた。

「 省資源，省エネルギーのために，古い電気製品もできる限り長期間使うよケ

うにする」について，省資源の視点からは「正しい」が，新しい電気製品の方が消

費電力が少ないことから「どちらともいえない」を選択した生徒の割合（通過率）

は46.4％であった。誤答として「正しい」を選択した生徒が25.4％，「誤り」を選

択した生徒が27.7％みられた。

３問のうち，省エネルギーや省資源の視点から電球や電気機器の交換に関する問

題（「 電球型蛍光ランプに交換」と「 古い電気製品の長期間使用」）につク ケ

いて，解答状況ごとにみると， で「正しい」を選択した生徒のうち， で「どちク ケ

らともいえない」（正答）を選択した生徒の割合は45.4％であったが，「誤り」を

選択した生徒が30.7％みられ， で「正しい」を選択した生徒は， ， ともに省ク ク ケ

エネルギーの視点から判断したと考えられる。

また， で「どちらともいえない」を選択した生徒のうち， で「どちらともいク ケ

えない」（正答）を選択した生徒の割合は49.3％と， で「正しい」または「誤ク

り」を選択した生徒と比べて高い傾向がみられ， で「どちらともいえない」を選ク

択した生徒は， ， ともに，省エネルギーに加えて省資源の視点から判断したとク ケ

考えられる。
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イ 質問紙調査の結果

「技術分野の授業で，省資源や省エネルギーについて理解できましたか」（生徒

質問紙 (９)，肯定的な回答59.1％，否定的な回答40.8％ 前述），及び「技術分３

野の授業で，技術がどのように今日まで発達してきて，現在の社会にどのように活

用されているかということについて理解できましたか」（生徒質問紙 (10)，肯定３

的な回答62.7％，否定的な回答37.1％ 前述）について，調査問題の結果との関連

をみると，双方とも肯定と否定との間に顕著な傾向はみられなかった。

23.7

28.7

26.3

30.7

27.2

24.3

45.4

44.1

49.3

0% 20% 40% 60% 80% 100 %

ク 正しい

ク 誤り

ク どちらともいえない

クで「正しい」「誤り」「どちらともいえない」と解答した生徒の，ケの解答状況

ケ 正しい ケ 誤り ケ どちらともいえない ケ その他 ケ 無解答
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(2) 製作品の設計（内容Ａ調査Ⅰ３～６）

中学校学習指導要領（平成10年告示） Ａ 技術とものづくり (2) 製作品の設計

（出題のねらい）

製作品の設計について， では，材料の特徴， では，製作に必要な図のかき方，３ ４

では，部品の寸法の求め方や，荷重を考えた材料の使い方，組み合わせ方， では，５ ６

構造をじょうぶにする方法，についての理解の状況を把握することをねらいとした。

＜材料の特徴＞（内容Ａ調査Ⅰ３）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

材料の特徴を理解 ア 具体的な製作品において，各部の材料 プラスチック３

している イ を選んだ理由を選択する 木材

ウ 金属

（調査問題）

太郎さんは図のように，上の段に小物を，３

下の段に本を収納できるような箱をつくりま

す。使用する材料は，アはプラスチック，イ

は木材，ウは金属としています。

太郎さんは，なぜこのような材料を選んだ

のでしょうか。その材料を選んだ理由として

考えられるものをあとの から の中から二１ ８

つずつ選び，その番号を解答用紙に書きなさ

い。

種類によってはさびやすいものがあるが，じょうぶである１

中に収納してあるものが外から透けて見える２

自然な模様があるものもあり，光の反射を和らげる３

材質が均一であり，空気中の二酸化炭素を吸収することができる４

熱を加えなくても，万力などを使って曲げることができる５

熱を加えることによって，簡単に曲げることができる６

軽いわりにじょうぶであり，切りやすく，けずりやすい７

硬くて重い感じがするが，切りやすく，けずりやすい８

② 調査結果の分析

ア 通過率
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プラスチック，木材，金属を利用して製作した収納箱について，３つの材料が使

われている部分に着目し，箱の構造，機能，及び各部品の加工の状況等と材料の特

徴から，太郎さんが材料を選んだ理由を考える問題である。

共通の選択肢（８つ）から，３つの材料それぞれについて，選んだ理由を２つず

つ選択する問題の通過率は40.9％～29.9％で，全問正答した生徒の割合は14.4％で

あった。

については，「 中に収納してあるものが外から透けて見える」プラスチック ２

と「 熱を加えることによって，簡単に曲げることができる」の両方を選択した６

生徒の割合（通過率）は35.2％であった。選択肢ごとにみると，「 中に収納し２

てあるものが外から透けて見える」を選択した割合は97.2％であったが，「 熱６

を加えることによって，簡単に曲げることができる」を選択した割合は36.3％であ

った。誤答として「 軽いわりにじょうぶであり，切りやすく，けずりやすい」７

（34.4％）が多くみられた。

については，「 自然な模様があるものもあり，光の反射を和らげる」と木材 ３

「 軽いわりにじょうぶであり，切りやすく，けずりやすい」の両方を選択した７

生徒の割合（通過率）は29.9％であった。選択肢ごとにみると，「 自然な模様３

があるものもあり，光の反射を和らげる」を選択した生徒の割合は72.3％であった

が，「 軽いわりにじょうぶであり，切りやすく，けずりやすい」を選択した割７

合は48.4％であった。誤答として「 材質が均一であり，空気中の二酸化炭素を４

吸収することができる」（42.5％）や「 硬くて重い感じがするが，切りやすく，８

けずりやすい」（31.4％）が多くみられた。

については，「 種類によってはさびやすいものがあるが，じょうぶであ金属 １

る」と「 熱を加えなくても，万力などを使って曲げることができる」の両方を５

選択した生徒の割合（通過率）は40.9％であった。選択肢ごとにみると，「 種１

類によってはさびやすいものがあるが，じょうぶである」を選択した生徒の割合は

92.3％であったが，「 熱を加えなくても，万力などを使って曲げることができ５

る」を選択した割合は45.1％であった。誤答として「 熱を加えることによって，６

簡単に曲げることができる」（41.3％）や「 硬くて重い感じがするが，切りや８

すく，けずりやすい」（15.2％）が多くみられた。

こうしたことから，熱変形の特性や比重，加工特性といった材料の特徴を生かす

ことの理解に課題があると考えられる。

イ 質問紙調査の結果

この問題に関連する「技術分野の授業で製作した題材の材料は，その特性に応じ

たものを選んで使用しましたか」（生徒質問紙 (1)）に対して，「そうした」又は３

「どちらかといえばそうした」と肯定的な回答をした生徒の割合は78.8％であり，

「そうしなかった」又は「どちらかといえばそうしなかった」と否定的な回答をし

た生徒の割合は21.1％であった。

調査問題の結果との関連をみると，双方とも肯定と否定との間に顕著な傾向はみ

られなかった。
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＜製作に必要な図のかき方＞（内容Ａ調査Ⅰ４）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

製作に必要な図のかき方に キャビネット図又は等角図で示された構想図の中か４

ついて理解している ら，正しくかかれたものを選択する

（調査問題）

ひろこさんは図1のような立体を作りたいと考えています。この立体４

を作るために必要となる構想図について，キャビネット図又は等角図

のどちらか一方を選びなさい。さらに，もっとも適切にかかれているも

のを次の から の中から一つ選びなさい。１ ５

図1

② 調査結果の分析

ア 通過率

を選択する問題である。構想図はキャ図に示した立体を作るために必要な構想図

ビネット図と等角図でかかれており，生徒はどちらの図法でかかれたものについて

解答するかを自分で選択した上で，５つの選択肢の中から正しくかかれたものを解

答する。

45.1％の生徒がキャビネット図について，53.9％の生徒が等角図について解答し

た。

32.5 46.2 13.18.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3(1) 技術分野の授業で製作した題材の材料は，

その特性に応じたものを選んで使用しましたか。

そうした どちらかといえば
そうした

どちらかといえば
そうしなかった

そうしなかった その他 無回答
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を選択した生徒については，正しい構想図「２」を選択した生徒キャビネット図

の割合（通過率）は8.7％であった。誤答として「３」（43.8％）や「５」（26.8

％）が多くみられ，正方形のマス目の一辺の長さを１としたときに対角線の長さも

１と間違って理解しているものと考えられる。これらのことから，キャビネット図

においては，奥行きを２分の１の割合で表すことを十分に理解していないことがう

かがわれる。

を選択した生徒については，正しい構想図「４」を選択した生徒の割合は等角図

（通過率）78.8％であった。誤答として「３」を選択した生徒が9.5％みられた。

イ 質問紙調査の結果

キャビネット図を選択した生徒についてみると，この問題に関連する「技術分野

の授業で，製作図のかき方は理解できましたか」（生徒質問紙 (5)）に対して，３

「できた」又は「どちらかといえばできた」と肯定的な回答をした生徒の割合は60.

8％であり，否定的な回答をした生徒の割合も39.0％みられた。

調査問題の結果との関連をみると，肯定と否定との間に顕著な傾向はみられなか

った。

等角図を選択した生徒についてみると，生徒質問紙 (5)に対して，肯定的な回答３

をした生徒の割合は67.4％であり，否定的な回答をした生徒の割合も32.6％みられ

た。

調査問題の結果との関連をみると，肯定的な回答をした生徒の通過率が，否定的

な回答をした生徒の通過率より高い傾向がみられた。

※ 以下，同種のグラフについては縦軸は通過率％。

30.2 37.2 21.0 11.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3(5) 技術分野の授業で，製作図のかき方は

理解できましたか。（等角図）

できた どちらかといえば
できた

どちらかといえば
できなかった

できなかった その他 無回答

25.4 35.4 24.3 14.7

0% 20% 40% 60% 80 % 100%

3(5) 技術分野の授業で，製作図のかき方は
理解できましたか。（キャビネット図）

できた どちらかといえば

できた

どちらかといえば

できなかった

できなかった その他 無回答

85.0 79.9
72.0 71.4

0

20

40

60

80

100

4 (等角図 )

通
過
率
％

3(5) 技術分野の授業で，製作図のかき方は

理解できましたか。（等角図） 通過率との関係

できた どちらかといえば

できた

どちらかといえば

できなかった

できなかった
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＜部品の寸法や荷重を考えた材料の使い方など＞（内容Ａ調査Ⅰ５）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

使用目的を満足す (1) ア 決められた大きさを持つ「花 側板の上に天板が５

る製作品を構想す びんをのせる台」を製作する ある場合

ることができる イ ために，部品（天板）の寸法 側板の間に天板が

を求める ある場合

(2) 部品である木材の繊維の方向及びそれらの組み合

わせ方が異なる「花びんをのせる台」について，

もっともじょうぶな構造になっているものを選択

する

（調査問題）

二郎さんは厚さ15mm，幅180mmの木材を用いて花びんをのせる台をつくりたいと考え５

ています。

(1) 台の大きさを図１のよ

うにしたいと思います。

図２，図３は，台の大き

さは同じで，板の合わ

せ方が違うものです。

図1 図2 図3Ａ，Ｂの天板の大きさ

厚さ × 幅 × 長さはそれぞれどのよう

Ａの天板 15 × 180 × （ ア ）になりますか。ア，イに

Ｂの天板 15 × 180 × （ イ ）あてはまる寸法を解答

用紙に書きなさい。

(2) 木材は，繊維方向によ

って強さが大きく異なる

という特徴があります。次

の から の中でもっと１ ６

もじょうぶな構造になっ

ているものを一つ選び，

その番号を解答用紙に

書きなさい。

② 調査結果の分析

ア 通過率

板材(1)は「花びんをのせる台」全体の大きさと，板材の組み合わせ方に着目し，

を計算して解答する問題について，両問とも正答しの厚さを考慮して「天板」の幅
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た生徒の割合は41.3％であった。

天板が側板の上にある では，天板の幅は全体の大きさと同一となるが，「240」ア

と記述できた生徒の割合（通過率）は70.0％であった。一方，側板の間に天板があ

る では，天板の幅は全体の大きさと比較して２枚の側板の厚さ分だけ短くなるが，イ

「210」と記述できた生徒の割合（通過率）は42.6％であった。こうしたことから，

部品の寸法を求める際に板の厚さについて考慮する必要があることを，十分に理解

していないことがうかがわれる。

(2)は「花びんをのせる台」の使用目的から台にかかる力の方向を考え，側板・天

板に使用される木材の繊維方向と，それぞれの板の合わせ方に着目し，もっともじ

ょうぶな構造となっているものを選択する問題である。

天板は繊維が左右方向に，側板は繊維が上下方向になるようにそれぞれ材料取り

し，さらにそれらを側板の上に天板が乗るかたちで組み合わせている「５」を選択

した生徒の割合（通過率）は51.7％であった。誤答として，側板の繊維方向のみが

誤っている「４」を選択した生徒が23.2％みられた。

イ 他の問題との関連

製作品を構想する際に，板材の厚さを考慮して部品の寸法を計算して解答する問

題（ (1)ア，イ）を正答した生徒と正答できなかった生徒について，製作品を作る５

４ ５ために必要な図（等角図）を正しく選択する問題（ ）の結果を比較すると，

(1)の各問を正答した生徒は，正答できなかった生徒より通過率が高い傾向がみられ

た。

ウ 質問紙調査の結果

(2)に関連する「技術分野の授業で学習した『じょうぶな構造』を作品に生かし５

ましたか」（生徒質問紙 (2)）に対して，「そうした」又は「どちらかといえばそ３

うした」と肯定的な回答をした生徒の割合は78.1％であった。「そうしなかった」

又は「どちらかといえばそうしなかった」と否定的な回答をした生徒の割合は21.7

％であった。

調査問題の結果との関連をみると，肯定と否定との間に顕著な傾向はみられなか

った。

81.5
7 1.4

86 .8
71.4

0

20

40

60

80

100

5(1)ア 正答

した生徒

5(1)ア 正答

できなかった生徒

5(1)イ 正答

した生徒

5(1 )イ 正答

できなかった生徒

4 (等角図)の通過率
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また，「技術分野の授業で，材料の特性を考えて，材料取りができましたか」

（生徒質問紙 (4)）に対して，「できた」又は「どちらかといえばできた」と回答３

した生徒の割合は66.9％であったが，「できなかった」又は「どちらかといえばで

きなかった」と回答した生徒の割合も33.0％みられた。

調査問題の結果との関連をみると，肯定と否定との間に顕著な傾向はみられなか

った。

34.4 43.7 14.37.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3(2 ) 技術分野の授業で学習した

「じょうぶな構造」を作品に生かしましたか。

そうした どちらかといえば
そうした

どちらかといえば
そうしなかった

そうしなかった その他 無回答

23.3 43.6 22.8 10.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3(4) 技術分野の授業で，材料の特性を

考えて，材料取りができましたか。

できた どちらかといえば

できた

どちらかといえば

できなかった

できなかった その他 無回答
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＜構造をじょうぶにする方法＞（内容Ａ調査Ⅰ６）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

構造をじょうぶ (1) 背板の幅及び， 幅が狭い背板２枚をそれぞれ片側を６

にする方法につ 接合方法が異な １本のねじで接合した場合と，幅が

いて理解してい る製品につい 広い背板１枚を片側を２本のねじで

る て，よりじょう 接合した場合

(2) ぶなものを選択 幅が広い背板１枚を片側を２本のね

する じで接合した場合と幅が狭い背板１

枚を片側を２本のねじで接合した場

合

（調査問題）

ようこさんは，図１のようなＣＤを収納するラックを６

厚さ10mmの材料を用いてつくりたいと考えていま

す。このラックをよりじょうぶな構造にするためには，

図2のアからウのように補強材を入れることが考えら

れます。

補強材はねじで接合するものとして，次の各問い

に答えなさい。

(1) アとイの構造について，次の から の中から１ ３

もっとも適切なものを一つ選びなさい。

アの方がじょうぶである１

イの方がじょうぶである２

アとイのじょうぶさはどちらも同じである３

(2) イとウの構造について，次の から の中からもっとも適切なものを一つ選び，その番号１ ３

を解答用紙に書きなさい。

イの方がじょうぶである１

ウの方がじょうぶである２

イとウのじょうぶさはどちらも同じである３
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② 調査結果の分析

ア 通過率

を選択背板の幅及び，接合方法が異なる複数の製品の中で，よりじょうぶなもの

する問題について，両問とも通過した生徒の割合は25.6％であった。

(1)では，幅が狭い背板２枚をそれぞれ片側を１本のねじで接合している「ア」と，

幅が広い背板１枚を片側を２本のねじで接合している「イ」を比較し，正しく「イ

の方がじょうぶである」と解答した生徒の割合は35.0％であった。誤答として「ア

の方がじょうぶである」を選択した生徒が35.4％，「アとイのじょうぶさはどちら

も同じである」を選択した生徒が20.3％みられた。

「ア」を選択した生徒は，背板の数が多い方がじょうぶさを同じと判断したもの

と考えられる。また，「アとイのじょうぶさはどちらも同じである」を選択した生

徒は，背板の数は違っていてもねじの位置が同じであるのでじょうぶさを同じと考

えたものと考えられる。これらのことから，「イ」のように，背板の中に「三角形

の構造」が存在することでじょうぶさが増すことについて十分に理解していないこ

とがうかがわれる。

(2)では，幅が広い背板１枚を片側を２本のねじで接合している「イ」と，幅が狭

い背板１枚を片側を２本のねじで接合している「ウ」を比較し，正しく「イの方が

じょうぶである」と解答した生徒の割合は56.4％であった。誤答として「ウの方が

じょうぶである」を選択した生徒が21.7％みられた。

イ 質問紙調査の結果

この問題に関連する「技術分野の授業で学習した『じょうぶな構造』を作品に生

かしましたか」（生徒質問紙 (2)，肯定的な回答をした生徒78.1％，否定的な回答３

をした生徒21.7％ 前掲）に対して，調査問題の結果との関連をみると，肯定と否

定との間に顕著な傾向はみられなかった。
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(3) 工具や機器の使用方法及び加工技術（内容Ａ調査Ⅰ１，２，調査Ⅱ）

中学校学習指導要領（平成10年告示）

Ａ 技術とものづくり (3) 工具や機器の使用方法及び加工技術

（出題のねらい）

工具や機器の使用方法及び加工技術について，調査Ⅰ では，目的や材料に適した１

加工法， では，工具の仕組みと，それを生かした効果的な使用方法，についての理２

解の状況を把握することをねらいとした。

調査Ⅱでは，使用経験が異なると予想される２種類ののこぎりで実際に材料を切断

することを通して，工具の仕組みを生かして効果的に使用する能力の状況を把握する

ことをねらいとした。

＜目的や材料に適した加工法の選択＞（内容Ａ調査Ⅰ１）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

目的や材料に適し ア 実際の日常生活の場面 ゼリーを作る１

た加工法を理解し イ の中で利用されている 包丁を使って野菜の皮をむく

ている ウ 加工と共通する加工法 穴あけパンチで穴をあける

エ を選択する 歯磨き粉を付けて歯をみがく

（調査問題の一部）

日常生活の中ではいろいろ１

な加工の方法が使われていま

す。生活に身近な場面の例と

して，次のアからエでの作業

はあとの から の中にあるど１ ５

の加工の方法と同じですか。

もっとも適したものを一つずつ

選び，その番号を解答用紙に

書きなさい。

② 調査結果の分析

ア 通過率

実際の日常生活の場面の中で利用されている加工と，切断，切削等様々な加工法

を比較し，一致するものを選択する問題の通過率は96.4％～69.2％であり，全問通

過した生徒の割合は64.3％であった。

において，「熱で溶かした金属を型の中に入れて固める」とい「ゼリーを作る」

う「鋳造」を選択する問題の通過率は96.4％であった。

において，「かんなを使って木材の表面をけず「包丁を使って野菜の皮をむく」
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る」という刃物などで材料の不要な部分を削り取る「切削」を選択する問題の通過

率は91.7％であった。

において，「金切りばさみを使って金属を切断す「穴あけパンチで穴をあける」

る」という平行で互いに反対方向に力が作用する一対の刃物で素材にせん断力を加

えて切断する「せん断」を選択する問題の通過率は69.2％と の中でもっとも低か１

った。誤答としては「熱を加えてプラスチックを折り曲げる」を選択した生徒が26.

7％みられた。

において，「紙やすりで木材の表面をこすり，「歯磨き粉を付けて歯をみがく」

きれいに仕上げる」という，「研磨」を選択する問題の通過率は91.5％であった。

イ 質問紙調査の結果

この問題に関連する「技術分野の授業で，身近な生活で利用されている製品には

科学の原理や法則が適用されていることについて理解できましたか」（生徒質問紙

(11)）に対して，「できた」又は「どちらかといえばできた」と肯定的な回答を３

した生徒の割合は61.4％であり，「できなかった」又は「どちらかといえばできな

かった」と否定的な回答をした生徒の割合は38.4％であった。

調査問題の結果との関連をみると，肯定と否定との間に顕著な傾向はみられなか

った。

＜工具の仕組みと，それを生かした効果的な使用方法＞（内容Ａ調査Ⅰ２）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

工具の仕組みとそれ (1) のこぎりで材料を切断す 刃の形状と，のこぎりを２

を生かした効果的な る場面において，その仕 動かす方向

使用方法について理 (2) 組みを踏まえて適切な使 材料との摩擦と，のこぎ

解している 用方法を選択する りと材料との角度

21.4 40.0 26.1 12.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3(11) 技術分野の授業で，身近な生活で利用されて
いる製品には科学の原理や法則が適用されて

いることについて理解できましたか。

できた どちらかといえば
できた

どちらかといえば
できなかった

できなかった その他 無回答

－32－



（調査問題）

かおりさんは，のこぎりを用いて材料を切断したいと考えています。次の各問いに答え２

なさい。

(1) のこぎりの刃がアとイのどちらの方向に動いているときに，材料をより多く切断できます

か。次の から の中からもっとも適切なものを一つ選び，その番号を解答用紙に書きな１ ３

さい。

アの方がより多く切断できる１

イの方がより多く切断できる２

アとイはどちらも同じである３

(2) 厚くて硬い板を切断するため，のこぎ

りをA の角度で動かしたとき，のこぎり

と材料の抵抗が大きくて，動かしにくく

なってしまいました。このような場合

に，小さな力で切断するにはどのよう

にすればよいか。次の から の中か１ ４

らもっとも適切なものを一つ選び，その番号を解答用紙に書きなさい。

A の角度を大きくしてのこぎりを動かす１

A の角度を小さくしてのこぎりを動かす２

A の角度は変えずに，ゆっくりのこぎりを動かす３

A の角度は変えずに，はやくのこぎりを動かす４

② 調査結果の分析

ア 通過率

のこぎりの刃の形状やのこぎりと材料との摩擦の状況から，適切な使用方法を選

択する問題について，両問とも通過した生徒の割合は20.5％であった。

に，のこぎりを刃先の鋭い方向に動かす「 」を選より多く材料を切断するため ２

択する問題の通過率は49.7％であった。誤答として，反対の方向の「 」を選択し１

た生徒は，36.3％であった。

に，材料に対するのこぎりを動かす角度を大きくしより小さな力で切断するため

て摩擦を減少する「１」を選択する問題の通過率は38.2％であった。誤答として角

度を小さくする「２」を選択した生徒が41.1％みられた。

イ 質問紙調査の結果

この問題に関連する「技術分野の授業で，材料を加工するときに工具や材料に作

用する力について理解することができましたか」（生徒質問紙 (3)）に対して，３

「できた」又は「どちらかといえばできた」と肯定的な回答をした生徒の割合は70.

8％であり，「できなかった」又は「どちらかといえばできなかった」と否定的な回

答をした生徒の割合は29.1％であった。
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また，｢技術分野の授業で，工具や工作機械などの各部の構造が理解できましたか」

（生徒質問紙 (6)）に対して，「できた」又は「どちらかといえばできた」と肯定的３

な回答をした生徒の割合は57.5％であったが，「できなかった」又は「どちらかとい

えばできなかった」と否定的な回答をした生徒の割合も42.3％みられた。

調査問題の結果との関連をみると，双方とも肯定と否定との間に顕著な傾向はみら

れなかった。

＜工具の仕組みを生かした効果的な使用＞（内容Ａ調査Ⅱ１）

出題のねらい（前述）で述べたとおり，調査Ⅱでは，実際に材料を切断することを

通して，工具の仕組みを生かした効果的な使用ができるかをみる実技調査を行った。

出題にあたっては，内容Ａ調査Ⅰ と関連付け，のこぎりによる切断を取り上げた。２

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

仕組みを生かして Ａ のこぎりの刃の形状及 引くときに力を入れることで１

効果的に工具を使 び材料に応じて，適切 切断できる一般的なのこぎり

用できる Ｂ に材料を切断する 押すときに力を入れることで

切断できるのこぎり

（調査の実施方法）

本調査では，技術室において，研究所が用意したのこぎりを使用して切断線が印刷

された材料を切断する実技調査を行った。

のこぎりについては，２種類（のこぎりＡ，Ｂ）を用意した。のこぎりＡは，生徒

25.7 45.1 21.7 7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3(3) 技術分野の授業で，材料を加工するときに
工具や材料に作用する力について理解

することができましたか。

できた どちらかといえば
できた

どちらかといえば
できなかった

できなかった その他 無回答

18.4 39.1 29.6 12.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3(6) 技術分野の授業で，工具や工作機械などの

各部の構造が理解できましたか。

できた どちらかといえば
できた

どちらかといえば
できなかった

できなかった その他 無回答

－34－



の使用経験があると予想される木工用のこぎりである。なお，縦引き用の刃と横引き

用の刃を使い分けることのないよう，両刃のこぎりではなく片刃のこぎりを用いた。

のこぎりＢは，木工・金工替刃式の片手で保持するタイプののこぎりである。一般

的に木材用の刃は，引くときに切断できるような方向で固定されるが，生徒の使用経

験のないのこぎりとなるよう，押すときに切断できる方向に刃を固定した。

【写真１：のこぎりＡ】 【写真２：のこぎりＢ】

切断する材料は，一般の木材に比べ材料の不均質性が小さく，同一の加工条件で調

査することができるMDF（中質繊維板）材とした。図１に示すように，中央部に長さ

200㎜となるよう仕上がり寸法線を，その外側に切断線を印刷した。大きさは21×40×

240㎜である。

【図１：使用した材料】

また，作業台の上に材料をしっかりと固定して切断できるようにするため，ゴムシ

ートも用意した。

調査の実施時間は15分間である。調査監督者の指示に従い，はじめに，全員が同時

にのこぎりＡを用いて材料の右側の切断線にそって切断し，次に，のこぎりＢを使っ

て，左側の切断線にそって切断した（調査Ⅱ ）。１

切断後に，どのようにのこぎりを使用したかや，これまでにのこぎりの使用経験が

あるか等について回答した（調査Ⅱ ）。２

本調査では，材料を回収し，研究所において「切断面の直進精度」と「切断面の状

況（不連続面の有無）」の２つの観点から評価を行った。

切断面の直進精度は，写真３及び図２に示すような診断用ジグを利用し，ジグに記

載されている基準線から実際の切断面が左右にずれた寸法を写真４及び図３のように

計測し，以下の基準で評価した。

・基準線から診断線①まで・・・・・・・・・・・２点

・診断線①から②まで・・・・・・・・・・・・・１点

・基準線②から・・・・・・・・・・・・・・・・０点
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【写真３：診断用ジグ】 【図２：診断用ジグ】

１㎜

基準線

【写真４：診断用ジグによる計測】 【図３：診断用ジグによる計測】

また，図４に示すように「学校名」等の文字が印刷された面における切断面 a 及び

その裏側の切断面 b，同様に切断面 c 及び d の４カ所について計測し，その平均を

全体の評価結果とした。

【図４：診断用ジグによる計測箇所】

さらに，のこぎりを使った切断動作が連続的に行われないと，写真５のように切断

面に大きな段差（不連続線）が生じる。切断面の状況については，不連続線の幅が1m

m以上のものを不連続線ありと評価した。

切断線等の文字が印刷された面 切断面a

切断面 b

切断面c

切断面 d

切断面e

基準線診断線

仕
上
が
り
寸
法
線

切

断

線
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【写真５：切断面の不連続線】

※注 写真は不連続線が明確となる

よう着色してある。

このような「切断面の直進精度」及び「切断面の状況（不連続線の有無）」の評価

の結果，「精度２点，不連続線なし」に該当したものを正答とし，「精度２点，不連

続線あり」及び「精度１点，不連続線なし」に該当したものを準正答とした。

正答：◎，準正答：○

直進精度

２点 １点 ０点

不連続線 なし ◎ ○

あり ○

② 調査結果の分析

ア 通過率

使用経験が異なると予想される２種類ののこぎりの仕組みを生かして材料を切断

する問題について，両問とも通過した生徒の割合は85.6％であった。

の仕組みを生かして材料を切断する問題（調査Ⅱ Ａ）の通過率は92.のこぎりＡ １

9％であった。「直進精度が２点，不連続線なし」の生徒は58.7％みられた。

の仕組みを生かして材料を切断する問題（調査Ⅱ Ｂ）の通過率は91.のこぎりＢ １

7％であった。使用経験が少ないと考えられるのこぎりＢでは，「直進精度が２点，

不連続線なし」の生徒が21.8％と，のこぎりＡと比較して低い結果であった。

なお，両問とも「直進精度が２点，不連続線なし」の生徒は15.5％であった。

【解答類型ごとの反応率】 （調査Ⅱ Ａ）正答：◎，準正答：○＜のこぎりＡ＞ １

反応率（％）解答類型と解答例

１ 精度２点，不連続線なし ◎ 58.7

２ 精度１点，不連続線なし ○ 26.3

３ 精度０点，不連続線なし 6.6

４ 精度２点，不連続線あり ○ 7.9

５ 精度１点，不連続線あり 0.1

６ 精度０点，不連続線あり 0.2

９ 判定不能 0.2

０ 無解答 0.0
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【解答類型ごとの反応率】 （調査Ⅱ Ｂ）正答：◎，準正答：○＜のこぎりＢ＞ １

反応率（％）解答類型と解答例

１ 精度２点，不連続線なし ◎ 21.8

２ 精度１点，不連続線なし ○ 43.0

３ 精度０点，不連続線なし 5.7

４ 精度２点，不連続線あり ○ 26.9

５ 精度１点，不連続線あり 0.1

６ 精度０点，不連続線あり 1.7

９ 判定不能 0.4

０ 無解答 0.4

イ 他の問題との関連

のこぎりの刃の形状から，適切な使用方法を選択する問題（内容Ａ調査Ⅰ (1)，２

通過率49.7％）を正答した生徒と正答できなかった生徒について，調査Ⅱ Ａ及び１

Ｂの中で，「直進精度が２点，不連続線なし」に該当する生徒の割合をみると，顕

著な傾向はみられなかった。

ウ 関連する質問紙調査の結果

＜切断する際に力を入れた方向＞（調査Ⅱ２(1)ア，イ）

のこぎりを用いて材料を切断する際に力を入れた方向については，のこぎりＡ

（ (1)ア）について「引くときに力を入れた」と回答した生徒の割合は66.2％であ２

った。一方，押すときに切断できる方向に刃を固定したのこぎりＢ（ (1)イ）につ２

いては「押すときに力を入れた」と回答した生徒の割合は58.3％であった。

実際にのこぎりを用いて材料を適切に切断できた生徒の割合が90％以上であった

にもかかわらず，力を入れる方向は十分に意識できていなかったと考えられる。

調査Ⅱ Ａ及びＢの通過率が90％以上だったため，「直進精度が２点，不連続線１

なし」に該当する生徒の割合でみると，のこぎりＡについて（ (1)ア）「引くとき２

に力を入れた」と回答した生徒はその他の生徒よりその割合が高くなっている。

一方，のこぎりＢについて（ (1)イ）「押すときに力を入れた」と回答した生徒２

とその他の生徒の「直進精度が２点，不連続線なし」に該当するものの割合の差は

みられなかった。

66.2 26.8 6.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

調査Ⅱ2(1)ア のこぎりA を使用した際に，
どのように力を入れましたか。

引くときに力を入れた 押すときに力を入れた

わからない その他

無回答

58.3 29.2 12.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

調査Ⅱ2(1)イ のこぎりB を使用した際に，
どのように力を入れましたか。

押すときに力を入れた 引くときに力を入れた

わからない その他

無回答
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＜切断する際に注目した材料の位置＞（調査Ⅱ２(1)ウ）

のこぎりを用いて材料を切断する際に注目した材料の位置について，「のこぎり

の真上」と回答した生徒の割合は61.0％であった。「のこぎりの横の方」と回答し

た生徒が23.4％おり，のこぎりを使う際に注目する位置を十分に意識できていなか

ったと思われる。

調査Ⅱ Ａ及びＢについて，「直進精度が２点，不連続線なし」に該当する生徒１

の割合でみると， (1)ウで「のこぎりの真上」と回答した生徒は，その割合が高く２

なっている。

＜のこぎりに関する使用経験＞（調査Ⅱ２(2)ア，イ，ウ）

本調査に関連する学習経験について確認する意味で，技術分野の学習におけるの

こぎりの使用経験について確認した。

60.7 56.9
47.7

22.1 22.2 19.3

0

20

40

60

80

100

調 査 Ⅱ 2 ( 1 )
ア 引 く と き

調 査 Ⅱ 2 ( 1 )
ア 押 すと き

調 査 Ⅱ 2 ( 1 )
ア わ か ら な い

調 査 Ⅱ 2 ( 1 )
イ 引 く と き

調 査 Ⅱ 2 ( 1 )
イ 押 す と き

調 査 Ⅱ 2 ( 1 )
イ わ か らな い

調査Ⅱ 1 における 「直進精度が２点，不連続線な し」の割合

61.0 23.4 15.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

調査Ⅱ2(1)ウ のこぎりA 及びB を使用した際に，

どこに注目していましたか。

のこぎりの真上 のこぎりの横の方 わからない

その他 無回答

61.4
55.0 54.0

24.5
18.3 16.4

0

20

40

60

80

100

調査Ⅱ 2(1)

ウ 真上

調査 Ⅱ2( 1 )

ウ 横の方

調査Ⅱ2( 1 )

ウ わからない

調査Ⅱ2 (1 )

ウ 真上

調査Ⅱ 2(1 )

ウ 横の方

調査Ⅱ2( 1 )

ウ わからない

のこぎりＡ (調査Ⅱ 1 A ) のこぎりＢ (調査Ⅱ 1 B)

調査Ⅱ1 における 「直進精度が２点，不連続線なし」の割合
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「これまで技術分野の授業で，のこぎりを使って材料を切断したことがあります

か」（ (2)ア）に対して，「ある」と回答した生徒の割合は96.1％であった。２

また，アで「ある」と回答した生徒の中で，「これまでの技術分野の授業で，ど

のような材料を切断しましたか」（ (2)イ，複数回答）に対して，「木材」と回答２

した生徒の割合は98.4％であった。他の材料として「金属」が14.6％，「プラスチ

ック」が9.8％であった。

さらに，アで「ある」と回答した生徒の中で，「これまで技術分野の授業でどの

ようなのこぎりを使用しましたか」（ (2)ウ，複数回答）に対して，実技調査で使２

用した「片刃のこぎり（木工用）」と回答した生徒の割合は，47.7％であった。ま

た，のこぎりＢに類似する「西洋式のこぎり（木工用）」については，3.7％であっ

た。

その他，「両刃のこぎり（木工用）」が91.1％，「弓のこ（金工用）」28.3％，

「胴付のこぎり（木工用）」13.4％などであった。

それぞれののこぎりの使用経験のある生徒の中で，問題 Ａ及びＢについて「直１

進精度が２点，不連続線なし」に該当する生徒の割合をみると，顕著な傾向はみら

れなかった。

91.1

47.7

13.4
3.7

28.3

3.7
0

20

40

60

80

100

Ⅱ2(2)ウ これまで技術分野の授業で，どのようなのこぎりを使用しましたか。

両刃
のこぎり

（木工用）

片刃
のこぎり

（木工用）

胴付
のこぎり

（木工用）

西洋式
のこぎり

（木工用）

弓のこ
（金工用）

片刃のこぎり
（プラスチック用）

98.4

14.6 9.8

0

20

40

60

80

10 0

Ⅱ2(2)イ これまで技術分野の授業で，

どのような材料を切断しましたか。

木材 金属 プラスチック
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＜材料を加工するときに工具や材料に作用する力についての理解＞

（生徒質問紙３(3)）

この問題に関連する「技術分野の授業で，材料を加工するときに工具や材料に作

用する力について理解することができましたか」（生徒質問紙 (3)，肯定的な回答３

をした生徒70.8％，否定的な回答をした生徒29.1％ 前掲）について， Ａ及びＢ１

の中で，「直進精度が２点，不連続線なし」に該当する生徒の割合でみると，Ａに

ついては肯定的な回答をした生徒の方が，その割合が高い傾向がみられた。

62.5

22.4

59.7

22.0

55.2

21.2

49.8

20.6

0

20

40

60

80

100

1Ａ 1Ｂ

3(3) 技術分野の授業で，材料を加工するときに工具や材料に作用する力について
理解することができましたか。 「直進精度が２点，不連続線なし」の生徒の割合

できた どちらかといえば

できた

どちらかといえば

できなかった

できなかった
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(4) 機器の仕組みと保守（内容Ａ調査Ⅰ10ア～カ，11，内容Ｂ調査Ⅰ10）

中学校学習指導要領（平成10年告示） Ａ 技術とものづくり (4) 機器の仕組みと保守

（出題のねらい）

機器の動力や電気回路の伝達の仕組みや，機器の用途や性能と各部の働き，機器の

保守点検と事故防止について，内容Ａ調査Ⅰ のア～カでは，適切な事故防止や保守10

点検の方法についての理解の状況を， では，家庭で起こりうる電気機器のトラブル11

を例に，作動しない原因を追究する能力の状況を把握することをねらいとした。

内容Ｂ調査Ⅰ では，各部の働きが観察しやすいボール盤や，類似した動力伝達の10

仕組みをもつ自転車を取り上げ，ベルトによる動力伝達の仕組みや電気回路，保守点

検の方法についての理解の状況を把握するとともに，ボール盤の動力伝達の仕組みを

利用した製作品を取り上げ，動力伝達の方法を工夫する能力の状況を把握することを

ねらいとした。

＜電気機器の事故防止や保守点検＞（内容Ａ調査Ⅰ10ア～カ）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

機器の保守点検と ア 保守点検及び コンセントからの電源プラグの抜き方10

事故防止の方法を イ 事故防止の方 テーブルタップの取り扱い

理解している ウ 法の適否を判 電源プラグの掃除

断する 消費電力を踏まえた，テーブルタップエ

への同時接続

洗濯機のろう電からの感電の防止オ

電気機器の点検カ

（調査問題の一部）

１ ３10 次のアからケは電気製品の取扱い等を示しています。正誤について，あとの から

の中からもっとも適切なものを一つずつ選び，その番号を解答用紙に書きなさい。

ア コンセントから電源プラグを抜くときには，電源プラグではなく，

コードをもって引き抜く。

正しい１

誤り２

どちらともいえない３

イ 長すぎるテーブルタップは，じゃまにならないよう何重にもたば

ねて使用する。

正しい１

誤り２

どちらともいえない３
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② 調査結果の分析

ア 通過率

事故防止及び保守点検実際の日常生活において利用されている電気機器を例に，

を判断する問題の通過率は96.5％～49.1％であり，全問通過した生徒の方法の適否

割合は23.5％であった。

「ア コンセントから電源プラグを抜くときには，電源プラグではなく，コード

をもって引き抜く。」は，コードや差込プラグ内の断線や配線のゆるみなどを引き

起こす可能性があるため「誤り」を選択する問題であり，その通過率は96.5％であ

った。

「イ 長すぎるテーブルタップは，じゃまにならないよう何重にもたばねて使用

する。」は，流れる電流の量によっては発熱する危険性があるために「誤り」を選

択する問題であり，その通過率は49.1％であった。誤答として，「正しい」を選択

した生徒が25.3％，「どちらともいえない」を選択した生徒が25.2％みられた。

「ウ 電源プラグがコンセントに差し込んである部分では，電源プラグを抜いて

定期的にほこりをはらうなどの掃除をする。」は，ほこりをそのままにしておくと，

湿気を含んで短絡等の事故が発生する可能性があるために「正しい」を選択する問

題であり，その通過率は89.4％であった。

「エ テーブルタップに，ドライヤー（消費電力 1,200Ｗ），オーブントースタ

ー（消費電力 650Ｗ）を同時につないで使用する。なお，テーブルタップには1,20

0Ｗ用との表示がある。」は，テーブルタップの定格電流を超える電流が流れてしま

うために「誤り」を選択する問題であり，その通過率は86.7％であった。

「オ ろう電からの感電をふせぐために，洗濯機にはアース線を接続する。」は，

洗濯機の操作は濡れた手で行う可能性が高く，ろう電からの感電事故の防止のため

に「正しい」を選択する問題であり，その通過率は72.4％であった。誤答として，

「どちらともいえない」を選択した生徒が22.4％みられた。

「カ 電気機器を点検するときは，感電したり，機器が作動したりするおそれが

あるので，必ず電源プラグを抜いて点検する。」は，電気機器を点検するためには

必要なことであることから，「正しい」を選択する問題であり，その通過率は77.3

％であった。

一方，「誤り」を選択した生徒が11.0％，「どちらともいえない」を選択した生

徒が11.2％みられた。

イ 質問紙調査の結果

この問題に関連する「技術分野の授業で，工作機械や電気機器の点検や事故の防

止の方法について理解できましたか」（生徒質問紙 (8)）に対して，「できた」又３

は「どちらかといえばできた」と肯定的な回答をした生徒の割合は63.7％であり，

「できなかった」又は「どちらかといえばできなかった」と否定的な回答をした生

徒の割合は36.2％であった。

調査問題の結果との関連をみると，肯定と否定の間に顕著な傾向はみられなかっ

た。
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＜電気機器が作動しない原因の追究＞（内容Ａ調査Ⅰ11）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

機器が作動しない ア 電気製品（電気 作動しない電気アイロンを，電流が11

原因を追究できる アイロン）が作 流れていることが確認されている別

動しない原因を の部屋のコンセントにつなぐ

イ 追究するための 作動することが確認できている電気

適切な方法を選 スタンドを，作動しないアイロンが

択する 接続されていたコンセントにつなぐ

ウ 配線用しゃ断器を点検する

（調査問題）

図１のように，居間でおじいさんとおばあさんが電気こたつ（消費電力600W）に入りな11

がらお茶を飲んでいます。こたつの上には電気ポット（消費電力900W）があり，このときは

これらは正常に使えていました。

その後，三郎さんが電気アイロン（消費電力1,000W）をかけるために，電気アイロンのプ

ラグをきちんとコンセントにつなぎ，スイッチをONにしましたが作動しません。そこで，隣の

部屋で電気スタンドをつけ

て勉強をしていた正子さ

んに相談しました。

正子さんが，電気アイロ

ンが作動しない原因を明

らかにするためにとる行動

には，次のページの図２に

示すようなものが考えられ

ます。図２中のアからウに

あてはまる行動について，

あとの から の中からも１ ５

っとも適切なものを一つず

つ選び，その番号を解答

用紙に書きなさい。

22.1 41.5 23.7 12.5

0 % 20% 40% 60% 80% 100%

3(8) 技術分野の授業で，工作機械や

電気機器の点検や事故の防止の
方法について理解できましたか。

できた どちらかといえば
できた

どちらかといえば
できなかった

できなかった その他 無回答
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配線用しゃ断器を点検する１

電気こたつの設定温度を下げる２

電気ポットのスイッチを切る３

電気アイロンを自分の部屋にもっていき，その部屋のコンセントにつなぐ４

自分の部屋からもってきた電気スタンドを居間のコンセントにつなぐ５

② 調査結果の分析

ア 通過率

家庭で起こりうる電気機器のトラブルを例に，作動しない原因を追究するための

を選択する問題について，全問通過した生徒の割合は25.0％であった。適切な方法

アは，「作動しない」場合に「電気アイロン又はコードの故障」が原因として考

えられる行動である。そこで，電流が流れていることが確認されている正子さんの

部屋のコンセントに，作動しない電気アイロンを接続して作動を確認する「電気ア

イロンを自分の部屋にもっていき，その部屋のコンセントにつなぐ」ことを選択す

ることになる。この問題の通過率は43.1％であった。誤答として，「電気ポットの

スイッチを切る」を選択した生徒が20.4％，「配線用しゃ断器を点検する」を選択

した生徒が15.6％みられた。

イは，「作動した」場合に「電気アイロン又はコードの故障」が原因として考え

られる行動である。そこで，作動することが確認できている正子さんが使用してい

た電気スタンドを，作動しないアイロンが接続されていたコンセントに接続して動
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作を確認する「自分の部屋からもってきた電気スタンドを居間のコンセントにつな

ぐ」ことを選択することになる。この問題の通過率は37.5％であった。誤答として，

「電気アイロンを自分の部屋にもっていき，その部屋のコンセントにつなぐ」を選

択した生徒は20.5％，「電気ポットのスイッチを切る」を選択した生徒が18.3％み

られた。

ウは，「電気こたつと電気ポットの作動を確認」し，「作動しない」という居間

で使用されているすべての電気製品が作動しない場合にとる行動である。そこで，

居間のコンセントに電流が流れているかどうかを確認する「配線用しゃ断器を点検

する」ことを選択することになる。この問題の通過率は55.7％であった。誤答とし

て，「電気ポットのスイッチを切る」を選択した生徒が17.3％みられた。

イ 他の問題との関連

1,200Ｗ用のテーブルタップに，ドライヤー（消費電力1,200Ｗ），オーブントー

スター（消費電力650Ｗ）を同時につないで使用することの適否を判断する問題（

エ）に正答した生徒（86.7％）と正答できなかった生徒について，電気機器が作10

動しない原因を追究するための適切な方法を選択する問題（ ）の結果を比較する11

と， エに正答した生徒は，正答できなかった生徒より， の通過率が高い傾向が10 11

みられた。

ウ 質問紙調査の結果

この問題に関連する「技術分野の授業で，工作機械や電気機器の点検や事故の防

止の方法について理解できましたか」（生徒質問紙 (8)，肯定的な回答をした生徒３

63.7％，否定的な回答をした生徒36.2％，前述）に対して，調査問題の結果との関

連をみると，肯定と否定との間に顕著な傾向はみられなかった。

「問題解決的な学習を取り入れた授業を行っていますか」（学校質問紙 (8)）に２

対しては，「行っている」又は「どちらかといえば行っている」と回答した教師の

割合は72.7％であったが，「行っていない」又は「どちらかといえば行っていな

い」と回答した教師の割合も27.3％みられた。

調査問題の結果との関連をみると，肯定的な回答をした学校の生徒の ウの通過11

率は，否定的な学校の生徒の通過率より高い傾向がみられた。

44 .9
31.3 39.6

23.7

57.6
43.3

0

20

40

60

80

100

10エに正答した
生徒

10エに正答
できなかった生徒

10エに正答
した生徒

10エに正答
できなかった生徒

10エに正答
した生徒

10エに正答
できなかった生徒

11ア 11イ 11ウ

11 電気機器が作動しない原因を追究するための

適切な方法を選択する問題 （通過率との関係）
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＜動力伝達の仕組みや電気回路についての理解と保守点検など＞（内容Ｂ調査Ⅰ10）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

内容Ｂ 機器の動力伝達の (1) ア ボール盤や自転車 ボール盤の電気回路

仕組みや電気回 イ で使用されている ボール盤において，ベルトを10

路，保守点検の方 電気回路や動力伝 段車にかける位置を変えた場

法を理解するとと 達機構の特徴，保 合のドリルの回転速度の変化

もに，動力伝達の ウ 守点検の方法を選 自転車において，小ギヤの歯

方法を工夫できる 択する 数を変えた場合の，ペダルを

踏む力の変化

エ ボール盤と自転車において，

潤滑油の給油が必要な場所

ア 基本的な動力伝達 ベルトとプーリを二つ組み合(2)

機構（ベルトとプ わせた場合の，回転方向の変

ーリ）を組み合わ 化

イ せた場合の特徴を ベルトとプーリを二つ組み合

選択する わせた場合の，回転数の変化

19.2 53.5 26.3
1.0

0% 20% 40 % 60% 80% 100%

2(8) 問題解決的な学習を取り入れた授業を

行っていますか。

行っている どちらかといえば
行っている

どちらかといえば
行っていない

行っていない その他 無回答

58.8 57.6
49.6 51.5

0

20

40

60

80

100

11ウ

2(8) 問題解決的な学習を取り入れた授業を

行っていますか。 通過率との関係

行っている どちらかといえば

行っている

どちらかといえば

行っていない

行っていない
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（調査問題の一部）

② 調査結果の分析

ア 通過率

ボール盤や自転車等を例に，電気回路や動力伝達機構の特徴，保守点検の方法を

選択する問題（内容Ｂ調査Ⅰ (1)）の通過率は63.4％～35.0％であり，全問通過し10

た生徒の割合は5.6％であった。

「 」として，電源とモータ及びスイッチが直列配列となア ボール盤の電気回路

っている「 」を選択する問題の通過率は35.0％であった。誤答として，電源とモ１

ータ及びスイッチが並列配列となっており，スイッチが中央に配置されている

「 」を選択した生徒が39.6％みられた。２
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イ ボール盤で用いられているベルトと段車を用いた動力伝達において，ベル「

」について，モータ側の段車トを上の段の段車に移動させた場合の回転速度の変化

の半径が大きくなり，ドリル側の段車の半径が小さくなることから，ドリルの回転

速度は「速くなる」を選択する問題の通過率は63.4％であった。誤答として「遅く

なる」を選択した生徒が22.7％みられた。

ウ 自転車で用いられているギヤとチェーンを用いた動力伝達において，ペダ「

ルの回転数を一定に保ったまま，小ギヤを歯数の多いギヤに変えた場合のペダルを

」について，ペダルの回転数は同じでも，小ギヤの回転数は小さくな踏む力の変化

ることから，ペダルを踏む力は「小さくなる」を選択する問題の通過率は41.7％で

あった。誤答として，「大きくなる」を選択した生徒が50.9％みられた。

エ ボール盤の動力伝達と自転車の動力伝達において，潤滑油の給油が必要な「

」について，「自転車のギヤとチェーンの接触部」を選択する問題の通過率は場所

57.0％であった。誤答として，「ボール盤のベルトと段車の接触部と，自転車のギ

ヤとチェーンの接触部の両方」を選択した生徒が34.0％みられた。
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一方，大きなプーリが１回転すると，小さなプーリが同じ方向に２回転する動力

伝達の機構を２段に接続した場合の特徴を選択する問題（内容Ｂ調査Ⅰ (2)）につ10

いて，両問とも通過した生徒の割合は20.5％であった。

ア 左端のプーリが時計回りに回転した場合の，右端のプーリの回転方向の変「

」について，中央のプーリは左端のプーリと同じ時計回りに回転することから，化

右端のプーリも最初のプーリと同じ「時計回り」を選択する問題の通過率は72.3％

であった。

「 」について，イ 左端のプーリが１回転した場合の右端のプーリの回転数の変化

中央のプーリが２回転することから，右端のプーリは「４回転」を選択する問題の

通過率は24.6％であった。誤答として「２回転」を選択した生徒が48.1％みられた。

なお，内容Ｂ調査Ⅰ について，全問通過した生徒の割合は1.4％であった。10

「ボール盤で用いられているベルトと段車を用いた動力伝達において，ベルトを

上の段の段車に移動させた場合の回転速度の変化」を解答する問題（ (1)イ）に正10

答した生徒（63.4％）と正答できなかった生徒について，「大きなプーリが１回転

すると，小さなプーリが同じ方向に２回転する動力伝達の機構を２段に接続した場

合の回転数の変化」を解答する問題（ (2)イ）の結果を比較すると，顕著な傾向は10

みられなかった。

23.6 26.3

0

20

40

60

80

100

調査Ⅰ10(1)イに正答

した生徒

調査Ⅰ10(1)イに正答

できなかった生徒

10(2)イ 「回転数の変化」を
解答する問題の通過率
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イ 質問紙調査の結果

内容Ｂ調査Ⅰ (1)アに関連する「技術分野の授業で，簡単な電気回路の仕組みに10

ついて理解できましたか」（生徒質問紙 (7)）に対して，「できた」又は「どちら３

かといえばできた」と回答した生徒の割合は59.9％であったが，「できなかった」

又は「どちらかといえばできなかった」と回答した生徒の割合も38.4％みられた。

調査問題の結果との関連をみると，肯定的な回答をした生徒の通過率は，否定的

な回答をした生徒より高い傾向がみられた。

また，内容Ｂ調査Ⅰ (1)アに関連する「生活で使われている電気器具などの仕組10

みを知りたいと思いますか」（生徒質問紙 (22)）に対して，「そう思う」又は２

「どちらかといえばそう思う」と回答した生徒の割合は46.1％であったが，「そう

思わない」又は「どちらかといえばそう思わない」と回答した生徒の割合も52.4％

みられた。

調査問題の結果との関連をみると，肯定的な回答をした生徒の通過率は，否定的

な回答をした生徒より高い傾向がみられた。

内容Ｂ調査Ⅰ (2)イに関連する「技術分野の授業で，工具や工作機械などの各部10

の構造が理解できましたか」（生徒質問紙 (6)）に対して，「できた」又は「どち３

らかといえばできた」と回答した生徒の割合は55.0％であったが，「できなかっ

た」又は「どちらかといえばできなかった」と回答した生徒の割合も43.6％みられ

た。

調査問題の結果との関連をみると，肯定と否定との間に顕著な傾向はみられなか

25.5 34.4 22.6 15.8

0% 20% 40 % 60% 80% 100%

3(7) 技術分野の授業で，簡単な電気回路の

仕組みについて理解できましたか。

できた どちらかといえば
できた

どちらかといえば
できなかった

できなかった その他 無回答

45.4
35.8

27.8 28.0

0

20

40

60

80

100

1 0 (1 )ｱ

3(7) 技術分野の授業で，簡単な電気回路の

仕組みについて理解できましたか。

通過率との関係

できた どちらかといえば

できた

どちらかといえば

できなかった

できなかった

21.4 24.6 25.6 26.8

0% 20% 40 % 60% 80% 100%

2(22) 生活で使われている電気器具などの

仕組みを知りたいと思いますか。

そう思う どちらかといえば
そう思う

どちらかといえば
そう思わない

そう思わない その他 無回答

44.2 38.7
30.1 29.7

0
20
40
60

80
100

10(1)ｱ

2(22) 生活で使われている電気器具などの
仕組みを知りたいと思いますか。

通過率との関係

そう思う どちらかといえば
そう思う

どちらかといえば
そう思わない

そう思わない
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った。

また，内容Ｂ調査Ⅰ (2)イに関連する「技術分野の授業で，身近な生活で利用さ10

れている製品には科学の原理や法則が適用されていることについて理解できました

か」（生徒質問紙 (11)）に対して，「できた」又は「どちらかといえばできた」３

と回答した生徒の割合は58.8％であったが，「できなかった」又は「どちらかとい

えばできなかった」と回答した生徒の割合も39.8％みられた。

調査問題の結果との関連をみると，肯定と否定との間に顕著な傾向はみられなか

った。

20.7 38.2 26.3 13.4

0% 20% 40 % 60% 80% 100%

3(11) 技術分野の授業で，身近な生活で利用

されている製品には科学の原理や法則が適用

されていることについて理解できましたか。

できた どちらかといえば
できた

どちらかといえば
できなかった

できなかった その他 無回答

17.2 37.8 27.8 15.8

0% 20% 40 % 60% 80% 100%

3(6) 技術分野の授業で，工具や工作機械などの

各部の構造が理解できましたか。

できた どちらかといえば
できた

どちらかといえば
できなかった

できなかった その他 無回答
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(5) 生活や産業の中で情報手段の果たしている役割（内容Ｂ調査Ⅰ３）

中学校学習指導要領（平成10年告示） Ｂ 情報とコンピュータ

(1) 生活や産業の中で情報手段の果たしている役割

（出題のねらい）

情報機器や情報通信ネットワークの発達と生活とのかかわりや情報化の進展が家庭

や社会に及ぼす影響について， では，情報機器が組み込まれた電気機器及び情報通３

信ネットワークが利用されている施設設備を例に，生活における情報手段が果たして

いる役割についての理解の状況を把握することをねらいとした。

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

情報機器や情報通信ネット ア 電気製品や施設設備で利用さ 炊飯器３

ワークの発達と生活とのか れている情報機器や情報通信

かわりや情報化の進展が及 イ ネットワークの中心的な役割 銀行のＡＴＭ

ぼす影響について理解して を選択する システム

いる

（調査問題の一部）

② 調査結果の分析

ア 通過率

電気製品や施設設備で利用されている情報機器や情報通信ネットワークの中心的

な役割を選択する問題について，「 」に対して「センサで得た情報を使ア 炊飯器

って，火力の調整や炊きあげ時間を調節することができる」を選択した生徒の割合

（通過率）は75.8％であった。誤答として「ネットワークやセンサで得た情報を使

って，お米の種類（白米，玄米など）を自動的に認識し，火力の調整や炊きあげ時
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間を調節することができる」を選択した生徒が14.2％みられた。

「 」に対して「ネットワークを使って，いろいろな場イ 銀行のＡＴＭシステム

所にある装置と預金に関する情報のやりとりができる」を選択した生徒の割合（通

過率）は81.2％であった。誤答として「センサで得た情報を使って，防犯システム

を動かすことができる 」を選択した生徒が11.0％みられた。

なお，両問とも通過した生徒の割合は64.4％であった。

イ 質問紙調査の結果

この問題に関連する「技術分野の授業で，現在の家庭や社会においてコンピュー

タがどのように活用されているか理解できましたか」（生徒質問紙 (12)）に対し３

て，「できた」又は「どちらかといえばできた」と肯定的な回答をした生徒の割合

は80.5％であり，「できなかった」又は「どちらかといえばできなかった」と否定

的な回答をした生徒の割合は17.8％であった。

調査問題の結果との関連をみると，肯定的な回答をした生徒の通過率が，否定的

な回答をした生徒の通過率より高い傾向がみられた。

78.1
84.2

75.0 81.476.0 76.0
66.2

75.2

0

20

40

60

80

100

3ア 3イ

3(12 ) 技術分野の授業で，現在の家庭や社会においてコンピュータが
どのように活用されているか理解できましたか。 通過率との関係

できた どちらかといえば

できた

どちらかといえば

できなかった

できなかった

40.4 40.1 10.67.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3(12) 技術分野の授業で，現在の家庭や

社会においてコンピュータがどのように

活用されているか理解できましたか。

できた どちらかといえば

できた

どちらかといえば

できなかった

できなかった その他 無回答
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(6) コンピュータの基本的な構成と機能及び操作（内容Ｂ調査Ⅰ４）

中学校学習指導要領（平成10年告示） Ｂ 情報とコンピュータ

(2) コンピュータの基本的な構成と機能及び操作

（出題のねらい）

コンピュータの基本的な構成と機能及びソフトウェアの機能について， では，デ４

ィスプレイやプリンタなど，コンピュータを構成する装置等を取り上げ，それぞれを

機能別に分類させ，コンピュータの構成と機能についての理解の状況を把握すること

をねらいとした。

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

コンピュータの構成と機 ア 示されたコンピュータの データの入力４

能について理解している イ 機能を担う装置を選択す データの出力

ウ る データの処理・制御

エ データの保存

（調査問題）

② 調査結果の分析

ア 通過率

示されたコンピュータの機能について，共通の選択肢（７つ）から，４つのそれ

ぞれの機能について，あてはまる装置をすべて選択する問題である。

それぞれの機能ごとにみると，「 」についてア データを外部から入力する機能

は，「キーボード」と「マウス」の両方を選択した生徒の割合（通過率）は39.2％

であった。解答の内訳をみると，「キーボード」を選択した生徒の割合は73.7％に
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対し，「マウス」を選択した生徒の割合は40.9％であった。

「 」については，「ディスプレイ」と「プリンイ データを外部へ出力する機能

タ」の両方を選択した生徒の割合（通過率）は20.8％であった。解答の内訳をみる

と，「プリンタ」を選択した生徒の割合は55.9％であったが，「ディスプレイ」を

選択した生徒の割合は30.0％であった。そのほか，「ハードディスク」を選択した

生徒が14.5％みられた。

「 」につウ データを処理したり，コンピュータのすべての働きを制御する機能

いては，正しく「ＣＰＵ」を選択した生徒の割合（通過率）は30.9％であった。主

な誤答をみると，「ハードディスク」を選択した生徒が11.8％みられた。

「 」については「ハードディスク」と「メモリ」の両エ データを保存する機能

方を選択した生徒の割合（通過率）は29.2％であった。解答の内訳をみると，「メ

モリ」を選択した生徒の割合は70.4％であったが，「ハードディスク」を選択した

生徒の割合は39.3％であった。

なお，全問通過した生徒の割合は9.9％であった。

コンピュータの機能 正答（反応率％） 通過率 主な誤答（反応率％）

（％）

ア データを外部から入力 キーボード（73.7） 39.2 キーボードのみ（30.8）

する機能 マウス（40.9） ３つ以上選択（12.9）

イ データを外部へ出力す ディスプレイ（30.0） 20.8 プリンタのみ（24.4）

る機能 プリンタ（55.9） ハードディスク（14.5）

３つ以上選択（14.1）

ウ データを処理したり， ＣＰＵ（30.9） 30.9 ハードディスク（11.8）

コンピュータのすべての ２つ以上選択（36.9）

働きを制御する機能

エ データを保存する機能 ハードディスク（39.3） 29.2 メモリのみ（33.5）

メモリ（70.4） ３つ以上選択（13.8）

イ 質問紙調査の結果

この問題に関連する「技術分野の授業で，コンピュータを構成している装置や，

基本ソフトウェアとその機能について理解できましたか」（生徒質問紙 (13)）に３

対して，「できた」又は「どちらかといえばできた」と肯定的な回答をした生徒の

割合は61.6％であり，「できなかった」又は「どちらかといえばできなかった」と

否定的な回答をした生徒の割合は36.6％であった。

調査問題の結果との関連をみると，肯定的な回答をした生徒の通過率が，否定的

な回答をした生徒の通過率より高い傾向がみられた。
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4ア（外部入力） 4イ（外部出力） 4ウ（制御） 4エ（データ保存）

3(13) 技術分野の授業で，コンピュータを構成している装置や，

基本ソフトウェアとその機能について理解できましたか。 通過率との関係

できた どちらかといえば

できた

どちらかといえば

できなかった

できなかった

23.0 38.6 23.4 13.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3(13) 技術分野の授業で，コンピュータを

構成している装置や，基本ソフトウェアと
その機能について理解できましたか。

できた どちらかといえば

できた

どちらかといえば

できなかった

できなかった その他 無回答

－57－



(7) コンピュータの利用（内容Ｂ調査Ⅰ５，調査Ⅱ１）

中学校学習指導要領（平成10年告示） Ｂ 情報とコンピュータ (3) コンピュータの利用

（出題のねらい）

応用ソフトウェアの特徴と利用方法と，それらを用いて情報を処理することについ

て，調査Ⅰ では，目的に応じて必要な応用ソフトウェアを選択させ，応用ソフトウ５

ェアの特徴と利用方法についての理解の状況を把握することをねらいとした。

調査Ⅱ では，数値情報を処理することができる応用ソフトウェアを取り上げ，実１

際に，計算や並べ替えの情報処理の仕方を工夫できる能力の状況を把握することをね

らいとした。

＜目的に応じた応用ソフトウェアの選択＞（内容Ｂ調査Ⅰ５）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

応用ソフトウェア ア 作業の目的に適 数値の合計や平均の計算，グラフ５

の特徴と利用方法 した応用ソフト 作成

を理解している イ ウェアを選択す ディジタルカメラで撮影した写真

る を修正し，イラストを描く

ウ 写真やグラフ等を取り込み，レポ

ートを作成

（調査問題）

② 調査結果の分析

ア 通過率

家庭生活や学校生活等において行う作業に適した応用ソフトウェアを選択する問

題である。

「 」作業に適しア 実験結果の数値から合計や平均を計算し，グラフを作成する
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た応用ソフトウェアとして「表計算処理ソフトウェア」を選択した生徒の割合（通

過率）は79.7％であった。

イ ディジタルカメラで撮影した写真を画素単位で修正したり，画素を塗りつ「

」作業として，「画像処理ソフトウェア」を選択ぶしたりしながらイラストを描く

した生徒の割合（通過率）は81.3％であった。

ウ ディジタルカメラで撮影した写真やソフトウェアで作成したグラフ等を取「

」作業として，「文書処理ソフトり込み，実験結果をまとめたレポートを作成する

ウェア」を選択した生徒の割合（通過率）は33.5％であった。誤答として，「デー

タベース処理ソフトウェア」を選択した生徒が43.2％みられた。

なお，全問通過した生徒の割合は25.8％であった。

イ 質問紙調査の結果

この問題に関連する「技術分野の授業で，作業の目的に応じてコンピュータやソ

フトウェアを正しく操作することができましたか」（生徒質問紙 (14)）に対して，３

「できた」又は「どちらかといえばできた」と肯定的な回答をした生徒の割合は72.

8％であり，「できなかった」又は「どちらかといえばできなかった」と否定的な回

答をした生徒の割合は25.3％であった。

調査問題の結果との関連をみると，肯定的な回答をした生徒の通過率が，否定的

な回答をした生徒の通過率より高い傾向がみられた。

80.0 84.6

36.6

82.5 83.2

32.4

77.2 79.2

33.1

72.8 69.9

30.5

0

2 0

4 0

6 0

8 0

100

5ア 5イ 5ウ

3(14) 技術分野の授業で，作業の目的に応じてコンピュータや

ソフトウェアを正しく操作することができましたか。 通過率との関係

できた どちらかといえば

できた

どちらかといえば

できなかった

できなかった

30.7 42.0 16.3 9.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3(14) 技術分野の授業で，作業の目的に

応じてコンピュータやソフトウェアを正しく
操作することができましたか。

できた どちらかといえば

できた

どちらかといえば

できなかった

できなかった その他 無回答
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＜応用ソフトウェアを用いた情報の処理＞（内容Ｂ調査Ⅱ１）

出題のねらいで述べたとおり，調査Ⅱ では，課題を解決するために応用ソフトウ１

ェアを用いた情報の処理の仕方を工夫できるかをみる実技調査を行った。

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

応用ソフトウェアを用いた情報の ソフトウェアに入力済みの数値に対して，調査Ⅱ

処理の仕方を工夫できる 計算や並び替えを行い，条件に該当するも１

のを選択する

（調査の実施方法）

ソフトウェアを用いた基本的な情報の処理の状況を把握するために，データの計算

や並べ替えを行い，条件に適したものを選択させる問題を出題した。具体的には，架

空の「技術作品コンテスト」において，「5つの視点（発想，強度，切断，接合，環

境）の得点の平均が70点以上」など「技能賞」受賞のために必要な条件を示し，20人

の点数の中から，「技能賞」を受賞できる可能性のある作品を選択し，解答入力欄に

該当する番号を入力する問題である。調査時間は5分間である。

ソフトウェアの画面上では，20人のデータ（作品の番号No.1～20）について，それ

ぞれ「発想」，「強度」，「切断」，「接合」，「環境」の欄には数値が入力されて

いるが，右端の「結果」の欄には数値を入力できる。「No（作品番号）」，「発想」，

「強度」，「切断」，「接合」，「環境」の列の下には，昇順と降順のボタンを配置

し，ボタンをマウスでクリックすることにより，並べ替えを行うことができる。さら

に，合計や平均など点数の計算ができるよう，電卓を配置している。

ソフトウェアの機能として，生徒が並べ替え（昇順及び降順）や計算を行った履歴

が記録され，解答入力欄に入力された番号とともに，評価に用いた。
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本調査に用いたソフトウェア）（

② 調査結果の分析

ア 通過率

20人の点数の中から，「技能賞」を受賞できる可能性のある作品として「9」及び

「18」を解答入力欄に入力できた生徒の割合（通過率）は13.1％であった。

操作の履歴をみると，並べ替えを行った生徒の割合は60.5％，計算を行った生徒

の割合は5.6％であった。このうち，並べ替えを行った生徒の内訳をみると，並べ替

えを行って「9」及び「18」を入力できた生徒の割合は16.9％であった。

こうしたことから，並べ替えなどソフトウェアの機能を使用したが，それを用い

て課題を解決することに課題がみられた。

【解答類型ごとの反応率】 正答：◎

反応率（％）解答類型と解答例

１ 並べ替えあり，計算あり，「9,18」と解答しているもの ◎ 3.4

２ 並べ替えあり，計算なし，「9,18」と解答しているもの ◎ 6.8

３ 並べ替えなし，計算あり，「9,18」と解答しているもの ◎ 1.0

４ 並べ替えなし，計算なし，「9,18」と解答しているもの ◎ 1.9

５ 並べ替えあり，計算あり，「9,18」以外を解答しているもの 0.9

６ 並べ替えあり，計算なし，「9,18」以外を解答しているもの 49.4

７ 並べ替えなし，計算あり，「9,18」以外を解答しているもの 0.3
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８ 並べ替えなし，計算なし，「9,18」以外を解答しているもの 20.5

９ 判定不能 0.4

０ 無解答 15.4

イ 質問紙調査の結果

この問題に関連する「技術分野の授業で，作業の目的に応じてコンピュータやソ

フトウェアを正しく操作することができましたか」（前掲 生徒質問紙 (14)，肯３

定的な回答をした生徒72.8％，否定的な回答をした生徒25.3％）に対して，実技調

査の結果との関連をみると，肯定と否定との間に顕著な傾向はみられなかった。
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(8) 情報通信ネットワーク（内容Ｂ調査Ⅰ６～８，調査Ⅱ２）

中学校学習指導要領（平成10年告示） Ｂ 情報とコンピュータ (4) 情報通信ネットワーク

（出題のねらい）

情報通信ネットワークにおける情報伝達の特徴や利用方法や，必要な情報の収集，

判断，処理，発信について，調査Ⅰ では，情報通信ネットワークにおける情報伝達６

の特徴， では，情報通信ネットワークの利用方法についての理解の状況を把握する７

ことをねらいとし， では，検索語等を用いて目的とするＷｅｂページを表示できる８

技能の状況を把握することをねらいとした。

調査Ⅱ では，Ｗｅｂページにおける情報の検索と同等の機能を持つ応用ソフトウ２

ェアを取り上げ，必要な情報を正確に収集するために情報の検索方法を工夫する能力

の状況を把握することをねらいとした。

＜情報通信ネットワークにおける情報伝達の特徴＞（内容Ｂ調査Ⅰ６）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

情報通信ネットワ ア 電子メールに関して，適 電子メールの特徴６

ークにおける情報 イ 切に記述されている文章 電子メールの送信と受信

伝達の特徴を理解 ウ を選択する 電子メールの安全性

している 電子メールの転送の考え方エ

（調査問題の一部）

② 調査結果の分析

ア 通過率

電子メールの特徴や安全性などに関して，選択肢の中からもっとも適切に記述さ
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れている文章を選択する問題である。「 」について，「電子ア 電子メールの特徴

メールは，ネットワーク上でメッセージなどを送受信できるコミュケーション手段

の一つである」を選択した生徒の割合（通過率）は56.8％であった。誤答として，

「電子メールは，送信先に直接送るので，決して他人に見られることはない」を選

択した生徒が22.6％，「電子メールは，手紙を電子化して記憶装置に保存し，その

装置を配達するものである」が11.5％みられた。

「 」について，「電子メールは，自分の都合のいいイ 電子メールの送信と受信

ときに受信して読むことができる」を選択した生徒の割合（通過率）は64.2％であ

った。誤答として「電子メールは，相手が送信しているときにコンピュータを起動

しておかないと受信することができない」を選択した生徒が17.9％みられた。

「 」について，「電子メールで送信されたデータは，他ウ 電子メールの安全性

人に見られる可能性があるため，個人情報などに十分に配慮する必要がある」を選

択した生徒の割合（通過率）は57.7％であった。誤答として，「電子メールでは，

メールの文書以外に容量が100MB程度の送信者を証明するファイルを添付して送信す

るので安全である」を選んだ生徒が19.6％，「電子メールで送信されたデータは，

他人に見られる可能性があるため，常に暗号化されて送信されている」が11.1％み

られた。

「 」について，「電子メールで受信した情報で，エ 電子メールの転送の考え方

転送するように依頼されたものは内容に問題があれば転送しない方がよい」を選択

した生徒の割合（通過率）は58.4％であった。誤答として，「電子メールで受信し

た情報で，転送するように依頼されたものは内容にかかわらず転送しない方がよ

い」を選んだ生徒が23.1％みられた。

出題した４問全問通過した生徒の割合は18.4％であった。

イ 質問紙調査の結果

この問題に関連する「技術分野の授業で，電子メールのおおよその仕組みや特徴

について理解できましたか」（生徒質問紙 (17)）に対して，「できた」又は「ど３

ちらかといえばできた」と肯定的な回答をした生徒の割合は69.0％であり，「でき

なかった」又は「どちらかといえばできなかった」と否定的な回答をした生徒の割

合は29.3％であった。

調査問題の結果との関連をみると，肯定的な回答をした生徒の通過率が，否定的

な回答をした生徒の通過率より高い傾向がみられた。

32.2 36.8 17.7 11.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3(17) 技術分野の授業で，電子メールのおおよその

仕組みや特徴について理解できましたか。

できた どちらかといえば

できた

どちらかといえば

できなかった

できなかった その他 無回答
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3(17) 技術分野の授業で，電子メールのおおよその仕組みや特徴について
理解できましたか。 通過率との関係

できた どちらかといえば

できた

どちらかといえば

できなかった

できなかった
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＜情報通信ネットワークの利用方法＞（内容Ｂ調査Ⅰ７）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

情報通信ネットワ ア 情報通信ネットワークに インターネット７

ークの利用方法を イ 関連する語句について， ＵＲＬ

理解している ウ 適切に記述されている文 インターネットの安全性

章を選択する ＩＤ・パスワードエ

コンピュータウィルスオ

（調査問題の一部）

② 調査結果の分析

ア 通過率

情報通信ネットワークに関連した語句に関して，選択肢の中からもっとも適切に

記述されている文章を選択する問題である。

「 」について，「インターネットは，多くのコンピュータがア インターネット

接続された世界規模の巨大なネットワークである」を選択した生徒の割合（通過

率）は82.6％であった。

「 」について，「ＵＲＬは，Ｗｅｂページなどが持つインターネットイ ＵＲＬ

上での住所にあたるものである」を選んだ生徒の割合（通過率）は53.9％であった。

誤答として「ＵＲＬは，すべてのコンピュータが持つ固有の住所にあたるものであ

る」を選択した生徒が16.0％，「ＵＲＬは，インターネットに接続するための許可

証にあたるものである」を選んだ生徒が14.5％みられた。

「 」について，「インターネット上にデータを送信ウ インターネットの安全性

する場合は，データを暗号化するなど自己防衛が必要である」を選択した生徒の割
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合（通過率）は50.4％であった。誤答として，「インターネットは，他のコンピュ

ータに情報を安全に転送できるシステムである」を選択した生徒が15.6％，「イン

ターネットは，コンピュータウィルスに対応するためのシステムが組み込まれてい

るので，自己防衛の必要性がないシステムである」を選択した生徒が13.1％みられ

た。

「 」について，「ＩＤ・パスワードは，利用者を認証するエ ＩＤ・パスワード

ための情報である」を選んだ生徒の割合（通過率）は73.6％であった。誤答として，

「ＩＤ・パスワードは，携帯電話の持ち主の特定に必要な個人認証のための情報で

ある」を選択した生徒が9.8％，「ＩＤ・パスワードは，すべての銀行と共通で使え

る個人認証のための情報である」を選択した生徒が9.2％みられた。

「 」について，「コンピュータウィルスは，コンピュオ コンピュータウィルス

ータを勝手に動作させたり，コンピュータに保存されたデータを破壊したりする悪

質なソフトウェアである」を選択した生徒の割合（通過率）は92.6％であった。

５問全問通過した生徒の割合は22.7％であった。

イ 他の問題との関連

「インターネット」について適切に記述されている文章を選択する問題（調査Ⅰ

ア）に正答した生徒と正答できなかった生徒について，電子メールの特徴や安全７

性などについて適切に記述されている文章を選択する問題（調査Ⅰ ）の結果を比６

７ ６較すると，調査Ⅰ のアに正答した生徒は，正答できなかった生徒より，調査Ⅰ

のア～エの通過率が高い傾向がみられた。

ウ 質問紙調査の結果

ア，イに関連する「技術分野の授業で，インターネットのおおよその仕組みや７

特徴について理解できましたか」（生徒質問紙 (15)）に対して，「できた」又は３

「どちらかといえばできた」と肯定的な回答をした生徒の割合は74.5％であり，

「できなかった」又は「どちらかといえばできなかった」と否定的な回答をした生

徒の割合は23.9％であった。

調査問題の結果との関連をみると，肯定的な回答をした生徒の通過率が，否定的

な回答をした生徒の通過率より高い傾向がみられた。
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調査Ⅰ6 「電子メール」の通過率

７ア 「インターネット」に
正答した生徒

７ア 「インターネット」に
正答できなかった生徒
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ウ，エ，オに関連する「技術分野の授業で，個人認証やコンピュータウィルス７

への対応など，コンピュータを安全に利用する方法について理解できましたか」

（生徒質問紙 (18)）に対して，「できた」又は「どちらかといえばできた」と肯３

定的な回答をした生徒の割合は68.3％であり，「できなかった」又は「どちらかと

いえばできなかった」と否定的な回答をした生徒の割合は29.8％であった。

調査問題の結果との関連をみると，肯定的な回答をした生徒の通過率が，否定的

な回答をした生徒の通過率より高い傾向がみられた。

32.5 42.0 15.2 8.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3(15) 技術分野の授業で，インターネットの

おおよその仕組みや特徴について
理解できましたか。

できた どちらかといえば

できた

どちらかといえば

できなかった

できなかった その他 無回答
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3(15) 技術分野の授業で，インターネットのおおよその仕組みや

特徴について理解できましたか。 通過率との関係

できた どちらかといえば

できた

どちらかといえば

できなかった

できなかった
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3(18) 技術分野の授業で，個人認証やコンピュータウィルスへの対応など，
コンピュータを安全に利用する方法について理解できましたか。 通過率との関係

できた どちらかといえば

できた

どちらかといえば

できなかった

できなかった

30.9 37.4 17.2 12.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3(18) 技術分野の授業で，個人認証やコンピュータ

ウィルスへの対応など，コンピュータを安全に
利用する方法について理解できましたか。

できた どちらかといえば

できた

どちらかといえば

できなかった

できなかった その他 無回答
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＜必要な情報の収集＞（内容Ｂ調査Ⅰ８）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

情報通信ネット (1) 検索条件で表 単一の検索語（「技術のページ」）で検８

ワークを利用し 示されるＷｅ 索した場合のＷｅｂページ

て情報を正確に (2) ｂページを選 ＯＲ検索（「工具」または「製品」）で

収集できる 択する 検索した場合のＷｅｂページ

ＡＮＤ検索（「技術」と「環境」）で検(3)

索した場合のＷｅｂページ

指定したＷｅｂページが表示される検索条件を選択する(4)

（調査問題の一部）

② 調査結果の分析

ア 通過率

検索条件で表示されるＷｅｂページについて， として『技術のペ(1)単一の検索語

ージ』で表示されるＷｅｂページを選択する問題で，「Ａ」を選んだ生徒の割合

（通過率）は29.9％であった。誤答として，複数の解答をした生徒が63.1％みられ

た。

として「『工具』または『製品』を含む」で検索した場合に表示され(2)ＯＲ検索

るＷｅｂページを選択する問題で，「Ｂ」と「Ｄ」を選択した生徒の割合（通過

率）は52.7％であった。解答状況をみると，「Ｂ」を選択した生徒の割合は86.4％

に対し，「Ｄ」を選択した生徒の割合は57.9％であった。「Ｂ」と「Ｄ」を含む３

つ以上のＷｅｂページを選択した生徒が12.9％みられた。

として「『技術』と『環境』を含む」検索で表示されるＷｅｂペー(3)ＡＮＤ検索

ジとして，「Ｃ」を選択する問題の通過率は47.6％であった。誤答として，複数の

解答をした生徒が46.8％みられた。

「Ａ」と「Ｄ」のページ(4)Ｗｅｂページを表示させるための検索条件について，

が検索結果として表示される検索条件として，「 『技術』と『家庭』を同時に含「

む ，で検索する」を選択した生徒の割合（通過率）は32.4％であった。誤答として」

「 『技術のページ』と『リサイクル』を同時に含む ，で検索する」を選択した生「 」

徒が12.7％みられた。
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イ 質問紙調査の結果

に関連する「技術分野の授業で，インターネットを利用して情報を検索し，適８

切に利用することができましたか」（生徒質問紙 (16)）に対して，「できた」又３

は「どちらかといえばできた」と肯定的な回答をした生徒の割合は82.5％であり，

「できなかった」又は「どちらかといえばできなかった」と否定的な回答をした生

徒の割合は15.6％であった。

調査問題の結果との関連をみると，肯定的な回答をした生徒の通過率が，否定的

な回答をした生徒の通過率より高い傾向がみられるものもあった。
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＜必要な情報の収集＞（内容Ｂ調査Ⅱ２）

出題のねらいで述べたとおり，調査Ⅱ では，情報の検索方法を工夫して，必要な２

情報を正確に収集できるかどうかをみる実技調査を行った。

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

調査Ⅱ 情報の検索方法を工 (1) 検索語及び検索方法 つぶし釘を用いて木製品の

夫して，必要な情報 を入力し，検索結果 組み立て作業を行う場合に２

を正確に収集できる から，条件に適した 適した「げんのう」

(2) 道具を選択する ほぞを加工する際の木口面

を切断する場合に適した

「のこぎり」

（調査の実施方法）

ソフトウェアを用いた基本的な情報検索の状況を把握するために，「検索語」や

「検索方法」を考え，必要な情報を収集し，検索結果から条件を満たすものを選択さ

せる問題を出題した。調査時間は(1)，(2)合わせて10分間である。

具体的には，条件に適した道具を選択するため，問題文を参考に，検索語を自分で

定め，検索を行い，検索結果の中の，道具に関する説明文から該当する道具を選択す

る，といった作業を行う。

ソフトウェアの画面上には，「検索語欄」と「ＡＮＤ検索」及び「ＯＲ検索」ボタ

ンが配置されているほか，図１のように，検索の条件によって道具及び説明文が，工
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3(16) 技術分野の授業で，インターネットを
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できた どちらかといえば

できた
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3(16) 技術分野の授業で，インターネットを利用して情報を検索し，
適切に利用することができましたか。 通過率との関係

できた どちらかといえば
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どちらかといえば

できなかった
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具データベース（後述の（参考)を参照)から表示されるようになっている。

また，生徒が入力した検索の有無（「ＡＮＤ検索」及び「ＯＲ検索」），検索語が自

動的に記録され，履歴を基に採点・分析に用いた。

図１ 本調査に用いたソフトウェアの画面

② 調査結果の分析

ア 通過率

つぶし釘を用いて木製品の組み立て作業を行う場合に適したげんのうを検索し，(1)

適切なもの（「げんのうＡ」）を選択した生徒の割合（通過率）は83.3％であった。

操作履歴から検索の有無，検索語をみると，99.7％の生徒が「ＡＮＤ検索」又は「Ｏ

Ｒ検索」を行ったが，検索語として「つぶし釘」や「げんのう」を入力し，検索を行

った生徒の割合は94.6％であった（「げんのうＡ」以外の解答を含む）。

【解答類型ごとの反応率】 正答：◎，準正答：○

解答類型と解答例 反応率（％）

， 81.7１ 「つぶし釘」又は「げんのう」を用いて検索し 「げんのう ◎

Ａ」と解答しているもの

1.6２ 「つぶし釘」又は「げんのう」以外を用いて検索し，「げんの ○

うＡ」と解答しているもの

， 12.9３ 「つぶし釘」又は「げんのう」を用いて検索し 「げんのう

Ａ」以外を解答しているもの

3.5４ 「つぶし釘」又は「げんのう」以外を用いて検索し，「げんの

うＡ」以外を解答しているもの

0.1９ 判定不能

0.2０ 無解答

角材のほぞを加工する際の木口面を切断する場合に適したのこぎりを検索し，(2)

適切なもの（「のこぎりＤ」）を選択した生徒の割合（通過率）は36.6％であった。
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操作履歴から検索の有無，検索語をみると，99.3％の生徒が検索を行ったが，検索語

として「のこぎり」のほか，問題文に示された語（ほぞ，木口（面）など），加工に

関する語（精密など），のこぎりの仕組みに関する語（のこ身，あさり，横びきな

ど）を入力し，検索を行った生徒の割合は95.0％であった。

本ソフトウェアでは，検索語として「のこぎり」だけを入力して，「ＡＮＤ検索」

又は「ＯＲ検索」を行うと，５種類ののこぎり，４種類のやすり，「ほぞ」や「の

こ身」といった工具に関連した語句が６種類表示される。この中から課題に適した

のこぎりを選択することは時間がかかるため，適切な操作として，以下のような方法

が挙げられる。

１．まず問題の「ほぞを加工する」という点に注目し，検索語として「のこぎり」

と「ほぞ」を入力し，「ＡＮＤ検索」を行い，「ほぞ：ほぞ組みをする場合に，

木口に作るほぞ穴に差し込む突起のこと。のこぎりによる精密な加工が必要で

ある。」が表示される。この説明から「精密な加工のためののこぎり」が必要

であるということが分かる。

２．次に，「のこぎり」と「精密」を入力し，「ＡＮＤ検索」を行うことで，「ほ

ぞ」とともに，「あさり：切断するときの摩擦抵抗を少なくするために，のこ

ぎりの刃先を交互に振り分けてあること。あさりが大きいと抵抗が小さくなり，

切断しやすくなる。あさりが小さいと抵抗が大きくなるが，精密加工がしやす

くなる。」と，「のこ身：のこぎりの刃がついている金属の部分のこと。のこ

身の厚さが薄い方が精密な加工に向いている。」という説明が表示され，「精

密な加工のためののこぎり」とは「あさりが小さく」「のこ身が薄い」もので

あることが分かる。

３．加えて，問題の「木口面を切断する」に注目し，「のこぎり」と「木口」を入

力し，「ＡＮＤ検索」ボタンをクリックすることで，「ほぞ：ほぞ組みをする場

合に，木口に作るほぞ穴に差し込む突起のこと。のこぎりによる精密な加工が

必要である。」とともに「木口・木口面：木材の繊維方向に直角に切断した断

面。切断には，のこぎりの横びき用の刃を使う。」が表示され，「木口面を切

断するのこぎり」とは「横びき用の刃」がついているものであることが分かる。

最後に「のこぎり」と「横びき」などで「ＡＮＤ検索」を行い，これまで明ら

かになった条件を満たすものとして「のこぎりＤ」を選択するという手順が考

えられる。

調査結果からは，目的に応じて検索方法を考え，検索語を組み合わせるなど，複

数の情報の中から必要な情報を収集，選択することに課題がみられた。
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【解答類型ごとの反応率】 正答：◎，準正答：○

反応率（％）解答類型と解答例

問題文に示された語（ほぞ，木口（面）など），加工に関する語 0.8１ ◎

（精密など），のこぎりの仕組みに関する語（のこ身，あさり，

横びきなど）の３種類の語を用いてそれぞれ検索し，「のこぎり

しているものＤ」と解答

問題文に示された語，加工に関する語，のこぎりの仕組みに関す 14.3２ ○

る語のうち，２種類の語を用いてそれぞれ検索し，「のこぎり

しているものＤ」と解答

問題文に示された語，加工に関する語，のこぎりの仕組みに関す 20.3３ ○

る語のうち，１種類の語を用いて検索し，「のこぎりＤ」と解答

しているもの

問題文に示された語，加工に関する語，のこぎりの仕組みに関す 1.1４ ○

しているもる語以外の語を用いて検索し，「のこぎりＤ」と解答

の

問題文に示された語，加工に関する語，のこぎりの仕組みに関す 0.5５

る語の３種類の語を用いてそれぞれ検索し，「のこぎりＤ」以外

しているものを解答

問題文に示された語，加工に関する語，のこぎりの仕組みに関す 19.0６

る語のうち，２種類の語を用いてそれぞれ検索し，「のこぎり

しているものＤ」以外を解答

問題文に示された語，加工に関する語，のこぎりの仕組みに関す 40.0７

る語のうち，１種類の語を用いて検索し，「のこぎりＤ」以外を

しているもの解答

問題文に示された語，加工に関する語，のこぎりの仕組みに関す 3.1８

している語以外の語を用いて検索し，「のこぎりＤ」以外を解答

るもの

９ 判定不能 0.1

０ 無解答 0.6
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（参考） ２ で用いた道具及び説明文（データベース）調査Ⅱ

げんのうＡ：両頭型：木材用：釘打ちやかんな刃の調整等の一般用途に向いている。

げんのうＢ：両頭型：金工用：金属の一般加工用のハンマーに向いている。

げんのうＣ：先切り型：木材用：つぶし釘の釘打ち用途に向いている。

のこぎりＡ：のこ身の両側に縦びき用と横びき用の刃がついている。あさりは，縦びき用が

大きく，横びき用が小さい。

のこぎりＢ：のこ身の片側に横びき用の刃がついている。あさりは比較的小さい。

のこぎりＣ：金属を切断するためののこぎり。あさりが大きい。

のこぎりＤ：細かい横びき用の刃がついている。のこ身の厚さは薄い。ゆがまないように補

強（背金）がついている。あさりがかなり小さい。

のこぎりＥ：曲線びきや切り抜きに用いる。のこ身が厚い。あさりがない。

ほぞ組み：ほぞとほぞ穴の組み合わせで材料を接合する方法。

ほぞ：ほぞ組みをする場合に，木口に作るほぞ穴に差し込む突起のこと。のこぎりによる精

密な加工が必要である。

ほぞ穴：ほぞ組みをする場合に，ほぞを受けるための穴のこと。のみによる精密な加工が必

要である。

あさり：切断するときの摩擦抵抗を少なくするために，のこぎりの刃先を交互に振り分けて

あること。あさりが大きいと抵抗が小さくなり，切断しやすくなる。あさりが小さいと抵

抗が大きくなるが，精密加工がしやすくなる。

のこ身：のこぎりの刃がついている金属の部分のこと。のこ身の厚さが薄い方が精密な加工

に向いている。

縦びき：木材の繊維と平行に切るための，のこぎりの刃。刃は細かいのみが縦に並んでいる

しくみになっている。

横びき：木材の繊維を切断するための，のこぎりの刃。刃は小刀が左右２列に並んでいるし

くみになっている。

木口・木口面：木材の繊維方向に直角に切断した断面。切断には，のこぎりの横びき用の刃

を使う。

かんな説明：刃の幅は，削りたい木材の幅より広い方が切削面がきれいになるが，幅が広く

なるほどかんなを引くのに大きな力を必要とする。

かんなＡ：仕上げ用：刃の幅100mm：刃の幅が広く，広い板材表面の仕上げ削りに向いてい

る。

かんなＢ：仕上げ用：刃の幅60mm：刃の幅が狭く，狭い板材や角材表面の仕上げ削りに向い

ている。

かんなＣ：荒削り用：刃の幅100mm：刃の幅が広く，広い板材表面の荒削りに向いている。

かんなＤ：荒削り用：刃の幅60mm：刃の幅が狭く，狭い板材や角材表面の荒削りに向いてい

る。

かんなＥ：荒削り用：刃の幅120mm：特に広い板材の荒削りに向いている。

かんな説明：刃の幅は，削りたい木材の幅より広い方が切削面がきれいになるが，幅が広く

なるほどかんなを使って材料を削るのに大きな力を必要とする。

やすりＡ：材料の一般加工用：平型：刃渡り250mm：のこぎりによる切断面の加工に用いる。

やすりＢ：材料の一般加工用：半丸型：刃渡り250mm：のこぎりによる切断面の加工に用い

る。

やすりＣ：木材の素地調整用：紙製：180番：のこぎりによる切断面の加工よりも塗装前の素

地の調整に用いる。番数が大きくなるほど，目は細かくなる。

やすりＤ：木材の素地調整用：紙製：240番：のこぎりによる切断面の加工よりも塗装前の素

地の調整に用いる。
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イ 他の問題との関連

検索語及び検索方法を適切に選択し，必要な情報を収集することで，条件に適し

た道具を選択する問題（調査Ⅱ ）に正答した生徒と正答できなかった生徒につい２

て，検索条件に適したＷｅｂページや，目的とするＷｅｂページを表示させるため

の検索条件を選択する問題（調査Ⅰ ）の結果を比較すると，調査Ⅱ に正答した８ ２

生徒は，正答できなかった生徒より，通過率が高い傾向がみられた。
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ウ 質問紙調査の結果

この問題に関連する「技術分野の授業で，作業の目的に応じてコンピュータやソ

フトウェアを正しく操作することができましたか」（生徒質問紙 (14)，肯定的な３

回答をした生徒72.8％，否定的な回答をした生徒25.3％ 前掲）に対して，実技調

査の結果との関連をみると，肯定と否定との間に顕著な傾向はみられなかった。

また，「技術分野の授業で，インターネットを利用して情報を検索し，適切に利

用することができましたか」（生徒質問紙 (16)，肯定的な回答をした生徒82.5％，３

否定的な回答をした生徒15.6％ 前掲）に対して，実技調査の結果との関連をみる

と，肯定的な回答をした生徒の通過率が，否定的な回答をした生徒の通過率より高

い傾向がみられた。
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３ 質問紙調査結果

ここでは，生徒の状況については「内容Ａ」に関する調査を受けた生徒（中学校第3学

年3,150人）に対する「生徒質問紙調査」の結果について分析した。また指導の状況につ

いては内容Ａ及び内容Ｂの対象学級で技術分野の指導を行っている教員（196人）に対す

る「学校質問紙調査」の結果について分析した。

○ 技術分野の授業の理解・習得（生徒質問紙１(9)，３(1)～(18)）

「技術分野の授業が分かりますか」（ (9)）に対して肯定的な回答（「分かる」又は１

「どちらかといえば分かる」）をした生徒の割合は77.7％であった。

さらに，技術分野の指導事項ごとに詳細にみてみると，「技術分野の授業で，インタ

ーネットを利用して情報を検索し，適切に利用することができましたか」（ (16)，86.３

3％（肯定的な回答をした生徒の割合，以下同様））「技術分野の授業で，現在の家庭や

社会においてコンピュータがどのように活用されているか理解できましたか」（ (12)，３

81.3％）などの情報に関する内容や，「技術分野の授業で製作した題材の材料は，その

特性に応じたものを選んで使用しましたか」（ (1)，78.8％）や「技術分野の授業で学３

習した『じょうぶな構造』を作品に生かしましたか」（ (2)，78.1％）などの材料加工３

に関する内容では肯定的な回答（「そうした・できた」又は「どちらかといえばそうし

た・できた」）の割合が高かったが，「技術分野の授業で，工具や工作機械などの各部

の構造が理解できましたか」（ (6)，57.5％）や「技術分野の授業で，簡単な電気回路３

の仕組みについて理解できましたか」（ (7)，58.2％）といったエネルギーに関する内３

容では低い傾向がみられた。

31.5 46.2 16.0 6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1(9) 技術分野の授業が分かりますか。

分かる どちらかといえば

分かる

どちらかといえば

分からない

分からない その他 無回答
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3 (18) 技術分野の授業で，個人認証やコンピュータ

ウィルスへの対応など，コンピュータを安全に

利用する方法について理解できましたか。

3(17) 技術分野の授業で，電子メールのおおよその

仕組みや特徴について理解できましたか。

3(16) 技術分野の授業で，インターネットを利用して

情報を検索し，適切に利用することができましたか。

3(15) 技術分野の授業で，インターネットのおおよその

仕組みや特徴について理解できましたか。

3(14) 技術分野の授業で，作業の目的に応じて

コンピュータやソフトウェアを正しく操作

することができましたか。

3(13) 技術分野の授業で，コンピュータを構成している

装置や，基本ソフトウェアとその機能について

理解できましたか。

3(12) 技術分野の授業で，現在の家庭や社会において

コンピュータがどのように活用されているか

理解できましたか。

3(11) 技術分野の授業で，身近な生活で利用されている

製品には科学の原理や法則が適用されている

ことについて理解できましたか。

3(10) 技術分野の授業で，技術がどのように今日まで

発達してきて，現在の社会にどのように活用

されているかということについて理解できましたか。

3 (9) 技術分野の授業で，省資源や省エネルギーに

ついて理解できましたか。

3(8) 技術分野の授業で，工作機械や

電気機器の点検や事故の防止の方法について

理解できましたか。

3(7) 技術分野の授業で，簡単な電気回路の

仕組みについて理解できましたか。

3(6) 技術分野の授業で，工具や工作機械などの

各部の構造が理解できましたか。

3(5) 技術分野の授業で，製作図のかき方は

理解できましたか。

3 (4) 技術分野の授業で，材料の特性を考えて，

材料取りができましたか。

3(3) 技術分野の授業で，材料を加工するときに

工具や材料に作用する力について理解することが

できましたか。

3(2) 技術分野の授業で学習した「じょうぶな構造」を

作品に生かしましたか。

3 (1) 技術分野の授業で製作した題材の材料は，

その特性に応じたものを選んで使用しましたか。

できた どちらかといえば

できた

どちらかといえば

できなかった

できなかった その他 無回答
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○ 技術分野の学習に対する意識（生徒質問紙１(1)～(7)，２(11),(13),(14)）

「技術分野の学習は好きですか」（ (1)）に対して肯定的な回答（「好きだ」又は１

「どちらかといえば好きだ」）をした生徒の割合は75.3％であった。

内容Ａ調査Ⅰとの関連をみると，肯定的な回答をした生徒の方が得点（標準化得点）

が高い傾向がみられた。

また，「技術分野の授業は楽しいですか」（ (3)）に対して肯定的な回答（「楽し１

い」又は「どちらかといえば楽しい」）をした生徒の割合は83.9％であった。また，｢技

術分野の授業で，工具や機器を使って作品を製作することは楽しいですか｣( (11)，84.２

3％）に肯定的な回答をした生徒の割合がもっとも高かった。

「技術分野の学習は大切だと思いますか」（ (2)）に対して肯定的な回答（「そう思１

う」又は「どちらかといえばそう思う」）をした生徒の割合は82.8％であった。

技術分野の学習の有用性について詳細にみると，「生活や産業を発展させるために技

術分野の学習は役立つと思いますか」（ (6)）に対して肯定的な回答をした生徒の割合１

が89.2％となるなど，「技術分野を学習すれば，自分の好きな仕事につくことに役立つ

と思いますか」（ (4)，58.6％）以外は肯定的な回答をした生徒の割合が80％以上であ１

った。
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2(14) コンピュータや情報機器を使って，
作品を制作することは楽しいですか。

2(13) いろいろなアイデアを考えて，

作品に反映させるのが好きですか。

2 (11) 技術分野の授業で，工具や機器を使って

作品を製作することは楽しいですか。

1(3) 技術分野の授業は楽しいですか。

1(1) 技術分野の学習は好きですか。

好きだ・楽しい どちらかといえば
好きだ・楽しい

どちらかといえば
好きではない・
楽しくない

好きではない・
楽しくない

その他 無回答

51.1 50.4 48.9 45.6
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100

調査Ⅰ

1(1) 技術分野の学習は好きですか。 得点との関係

好きだ どちらかといえば

好きだ

どちらかといえば

好きではない

好きではない

－80－



○ 技術分野の学習に取り組む態度（生徒質問紙２(1)～(9)）

「技術分野の授業で工具や機器を使って作品を製作するとき，安全に気をつけていま

すか」（ (8)，94.6％）や「技術分野の授業で作品をつくるとき，友だちと協力するよ２

うにしていますか」（ (6)，86.5％）などは，肯定的な回答をした生徒の割合は高かっ２

たが，「技術分野の授業で解決したい問題があるとき，その解決方法を自分なりに考え

ようとしていますか」（ (5)，65.8％）や「技術分野の授業で，自分に必要な情報は自２

分で探すようにしていますか」（ (3)，69.9％）など，積極的な取組みに関する質問に２

ついては，肯定的な回答をした生徒の割合が低い傾向がみられた。
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2(9) 技術分野の授業で部品加 工や組み立てを

してい るとき，計画どおりにできていない
場合は必要な変更 をして いますか。

2( 8) 技術分野の授業で工具や機器を使って作品を

製作するとき，安全に 気をつけ ていますか。

2(7) 技術分野の授業で ，友だちからの意見を
作品づくりに生かそ うと していま すか。

2 (6) 技術分野の授業で作品をつくるとき，

友だ ちと協力するようにしていますか。

2(5) 技術分野の授業で解決し たい問題が
あ るとき，その解 決方法を自分 なりに

考えようと していますか。

2 (4) 技術分野の授業で，作品 の仕組みや
工夫に関心を持つようにしていますか。

2(3) 技術分野の授業で，自分に必要な 情報は

自 分で探すように していますか。

2(2) 技術分野の授業で，作 品を構想 するときに
自分のアイディアを生かすようにしていますか。

2( 1) 技 術分野の授業で，生活に役立つ

作品づ くりをするようにしてい ますか。

そうしている どちらかといえば

そ うして いる

どちらかといえば

そ うし ていない

そ うし ていな い その他 無回答
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1(7) 情報化社会で生活していくために技術分野

の学習は役立つと思いますか。

1(6) 生活や産業を発展させるために技術分野の
学習は役立つと思いますか。

1(5 ) 技術分野を学習すれば，ふだんの生活や
社会に出て役立つと思いますか。

1(4) 技術分野を学習すれば，自分の好きな

仕事につくことに役立つと思いますか。

1(2) 技術分野の学習は大切だと思いますか。

そう思う どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

そう思わない

そう思わない その他 無回答

－81－



○ 学習後の技術分野の指導内容等に関する意識（生徒質問紙１(8),２(12),(15)～(31))

「できあがった作品を家などで使っていますか」（ (17)，63.2％）や，「ものを作２

る授業を通して，ねばり強さや集中力が身に付いたと思いますか」（ (20)，61.8％）２

など，技術に関する事象への興味や態度に関する質問に肯定的な回答をした生徒の割合

はおおむね60％程度であった。しかし，「将来，技術分野の学習を生かした仕事をした

いと思いますか」（ (8)，37.1％）や「技術分野の学習を通して，技術に関する産業に１

ついて興味を持ちましたか」（ (29)，49.2％）については，肯定的な回答をした生徒２

の割合は低い傾向がみられた。

技術分野の指導事項ごとに詳細にみてみると，「コンピュータや情報機器をもっとう

まく使えるようになりたいですか」（ (19)，91.8％）や，「工具類をもっとうまく使２

えるようになりたいですか」（ (18)，81.5％）といった使い方に関する質問について２

肯定的な回答をした生徒の割合が高かった。また，「新しい電気製品や自転車などを購

入するとしたら，デザインや価格だけでなく性能などについて調べてから選びたいと思

いますか」（ (26)，83.7％）や「家庭で使用している電気製品や自転車などが故障し２
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2(31) 技術分野の学習を通して，技術が環境保全に役

立っていることに興味を持ちましたか。

2(30) 技術分野の学習を通して，身のまわりで

利用されている技術が良い技術であるか

どうかを考えるようになりましたか。

2(29) 技術分野の学習を通して，技術に関する

産業について興味を持ちましたか。

2(28) ものを作っている人の姿・様子や，

工場での生産に興味がありますか。

2(25) ふだんの生活の中で，新しい技術についての

ニュースや話題に興味がありますか。

2(20) ものを作る授業を通して，ねばり強さや

集中力が身に付いたと思いますか。

2(17 ) できあがった作品を家などで

使っていますか。

2(16) 技術分野で学習したことを，生活の

中で生かしていますか。

1(8) 将来，技術分野の学習を生かした

仕事をしたいと思いますか。

興味を持った・興味がある・

なった・そう思う・そうしている

どちらかといえば興味を持った・

興味がある・なった・そう思う・

そうしている

どちらかといえば興味を持たなかった・

興味がない・ならなかった・

そう思わない・そうしていない

興味を持たなかった・興味がない・

ならなかった・そう思わない・

そうしていない

その他 無回答

－82－



たとき，修理して使いたいと思いますか」（ (27)，74.7％）といった実際の生活場面２

で，技術分野で学んだことを活用することに関する質問についても肯定的な回答をした

生徒の割合が高かった。

一方，「生活で使われている電気器具などの仕組みを知りたいと思いますか｣( (22)，２

48.1％）や「新しい技術を利用して，草花や野菜を育ててみたいと思いますか｣( (24)，２

51.0％）などについては，肯定的な回答をした生徒の割合は低かった。
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2(24) 新しい技術を利用して，草花や野菜を

育ててみたいと思いますか。

2(23) コンピュータグラフィクス（CG )などを見て，

自分で作ってみたいと思いますか。

2(1 9) コンピュータや情報機器をもっとうまく

使えるようになりたいですか。

2(15) 授業で使った以外の情報機器や

ソフトウェアも使ってみたいと思いますか。

2(27) 家庭で使用している電気製品や

自転車などが故障したとき，修理して
使いたいと思いますか。

2(26) 新しい電気製品や自転車などを購入する
としたら，デザインや価格だけでなく性能など

について調べてから選びたいと思いますか。

2(22) 生活で使われている電気器具などの

仕組みを知りたいと思いますか。

2(21) 生活に必要なものがあると，

自分で作ってみたいと思いますか。

2(18) 工具類をもっとうまく使えるように
なりたいですか。

2(12) 授業で使った以外の工具も使って

みたいと思いますか。

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない

そう思わない その他 無回答

－83－



○ 技術分野の指導の実際（学校質問紙２(1)～(24)）

技術分野の指導の実際について，肯定的な回答をした教師の割合をみると「作業安全

に留意した授業」（ (7)）及び「技術分野への興味や関心を高めるような工夫をした授２

業」（ (1)）を行っている教師は95.0％以上であった。２

どのような工夫をしているかをみてみると，「生徒の実態に応じて，教材や教具を工

夫」（ (2),93.4％），「完成の喜びが感じ取れるような工夫」（ (14),94.9％）をし２ ２

ている教師の割合が高く，「問題解決的な学習を取り入れた授業」（ (8)）は66.8％，２

「観察や調査，実験などを取り入れた授業」（ (13)）は49.0％と比較的低くなってい２

た。

また，「地域にある施設を活用した授業」（ (16),3.1％），「外部講師の協力を得２

２ ２た授業」（ (10),8.2％）とともに，「地域の特色を生かした製作題材を設定」（

(4),22.4％），「技術分野の授業内容を保護者に伝える工夫」（ (21),33.7％）などに２

ついて肯定的な回答をした教師の割合が低いなど，地域や家庭等との連携に課題がみら

れた。

一方，｢授業を行うために必要な工具や機器の整備・管理に努めていますか」( (22)，２

94.9％）など，技術分野の授業を行うための準備について肯定的な回答をした教師の割

合は高かった。

3 .1

40.3

19.4

85.7

39.8

23.5

3.6

28.6

42.3

37.2

5.1

29.1

47.4

13.8

31.6

21.9

1 8.9

44.4

51.0

58.7

1 0.7

24.5

30.6

25.5

31. 1

35.2

23.0

6.6

4.1

81 .1

6.1

2.6

0.5

3.1

23.5

42.3

4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2(10) ものづくりやコンピュータの専門家との

ティーム・ティーチングなど，外部講師の

協力を得た授業を行っていますか。

2(9) 作品が完成した後，製作記録をレポートに

まとめさせるなど，学習を振り返らせる

指導をしていますか。

2 (8) 問題解決的な学習を取り入れた

授業を行っていますか。

2(7) 作業安全に留意した授業を行っていますか。

2(6) 製作に入る前に生徒に工程を考えさせる

授業を行っていますか。

2(5) ディジタルコンテンツ教材を活用した

授業を行っていますか。

2(4) 地域の特色を生かした製作題材を

設定していますか。

2(3) 技術分野で学習したことを家庭で

実践するように指導していますか。

2(2) 生徒の実態に応じて，教材や

教具を工夫していますか。

2 (1) 技術分野への興味や関心を高めるような

工夫をした授業を行っていますか。

行っている・

設定している

どちらかといえば

行っている・

設定している

どちらかといえば

行っていない・

設定していない

行っていない・

設定していない

その他 無回答

－84－
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2(24) 教育委員会，大学，教育研究団体などが行う

研修や研究大会に参加していますか。

2(23) 授業を行うために必要なソフトウェアや

ハードウェアの整備・管理に努めていますか。

2(22) 授業を行うために必要な工具や機器の

整備・管理に努めていますか。

2(21) 技術分野の授業内容を保護者に
伝える工夫をしていますか。

2(20) 学習の実現状況が不十分な生徒に対し，
授業の合間や放課後などに指導していますか。

2(19) 発展的な課題を取り入れた授業を行って

いますか。（一部の生徒を対象に発展的な
課題を与える場合も含めてください。）

2(18) 製作（制作）への意欲を喚起するため，

各種コンテストや作品展などを活用していますか。

2(1 7) 調べたことを発表させる活動を取り入れた

授業を行っていますか。

2(16) 博物館や科学技術館等の地域にある施設を

活用した授業を行っていますか。

2(15) グループ学習を取り入れるなどの
学習形態の工夫をしていますか。

2(14) 完成の喜びが感じ取れるような

工夫をした授業を行っていますか。

2(13) 観察や調査，実験などを取り入れた
授業を行っていますか。

2(12) 学習指導要領の内容「A 技術とものづくり」

においてコンピュータを活用した授業を行って
いますか。

2(11) 長期休業中以外のときにも家庭で行う

課題を出していますか。

多くの時間で出している・

行っている・活用している・

指導している・努めている・
参加している

どちらかといえば出している・

行っている・活用している・

指導している・努めている・
参加している

どちらかといえば出していない・

行っていない・活用していない・

指導していない・努めていない・
参加していない

出していない・行っていない・

活用していない・指導していない・
努めていない・参加していない

その他 無回答
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４ 分析結果からみた主な課題と指導上の改善

○ 技術が環境に与える影響など，技術と環境とのかかわりに関する知識の習得

科学技術の発達は生活環境の向上をもたらすが，使い方を誤れば自然環境の破壊や資

源・エネルギーの浪費，情報の活用に関するモラルの低下などの問題を生じさせてしま

うこともあるなど，技術と社会や環境とのかかわりは，技術を適切に評価・選択し活用

するために必要となる基礎的・基本的な知識である。

今回の調査では，アルミニウムを原料から精製する場合と廃棄物から精製する場合の

それぞれに必要なエネルギーの大小の判断や，省エネルギー・省資源の視点に立った電

気製品の使用方法の適否の判断など，技術と環境とのかかわりの理解の状況に課題がみ

られた。

質問紙においても，「技術分野の授業で，省資源や省エネルギーについて理解できま

したか」について肯定的な回答をした生徒は60％程度であった。

こうしたことから，生活で使用する機器を設計する場面において，省エネルギーや省

資源の視点から部品を検討させる活動を取り入れたり，新学習指導要領(平成 20年3月告

示，平成21年4月より移行措置，平成24年4月より完全実施)で新たに設定された「技術の

適切な評価・活用について考える」場面において，生活の場面で使用されている機器に

ついて，性能や価格だけでなく，機器の製造，使用，廃棄，再利用の各場面における環

境負荷について調べる活動を取り入れたりして，技術が環境に果たしている役割と影響

を理解し，適切に活用することの重要性を実感させるなどの指導の工夫が必要である。

○ 材料の性質や丈夫な構造など，材料と加工に関する知識の習得

木材や金属といった主な材料の特徴や使用時に加わる荷重を考えた材料の使い方，部

品の接合方法などは，製作品を設計・製作する際に必要となる基礎的・基本的な知識で

ある。

また，製作に必要な図のかき方は，使用目的や使用条件を踏まえて機能や構造を考え

る際に必要となる知識である。

今回の調査では，質問紙では「技術分野の授業で製作した題材の材料は，その特性に

応じたものを選んで使用しましたか」や「技術分野の授業で学習した『じょうぶな構

造』を作品に生かしましたか」について肯定的な回答をした生徒が75％以上であったも

のの，収納箱の使用目的に応じた材料を選ぶことや構造をじょうぶにするための方法な

ど，製品を設計する際に配慮すべき事項に関する知識の習得及びキャビネット図のかき

方の理解の状況に課題がみられた。

こうしたことから，製作品を設計する場面において，生活の場面で使用されている製

品で用いられている材料が，どのような理由から選ばれているのかを調べる活動や，接

合方法や材料の使い方を変えることで丈夫さが異なることを実感できる実験を取り入れ

て，材料の性質や丈夫な構造等に関する知識の重要性を認識させるなどの指導の工夫が

必要である。

また，製作に必要な図については，算数科や数学科，図画工作科や美術科などの教科

において学習している様々な立体物の表示・表現方法との関係に配慮し，生徒が利用し
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やすい図法を取り上げるとともに，製作品や部品の形状・寸法を表示したり，構想の問

題点の整理，修正をしたりする役割があることを示し，キャビネット図や等角図をかく

ことの必要性を認識させるなどの指導の工夫が必要である。

○ 材料の切断など，加工に関する技術の習得

のこぎりを用いた材料の切断など，様々な道具についてその仕組みを生かして適切に

使用することができる力は，製作品を製作する際に必要となる基礎的・基本的な技術で

あるとともに，日常生活における様々な道具の使用場面で必要となる力である。

今回の調査では，質問紙では「技術分野の授業で，材料を加工するときに工具や材料

に作用する力について理解することができましたか」について肯定的な回答をした生徒

が70％以上であったものの，のこぎりを使って材料を切断することはできているが，道

具の仕組みを生かして正確に加工するという点では課題がみられた。

こうしたことから，製作品を製作する際に，道具の使い方を指導するだけではなく，

その仕組みを活用した場合と，そうでない場合の加工の精度を比較し，仕組みを生かし

て道具を使用することの重要性を実感させるなどの指導の工夫が必要である。

○ 電気機器の回路や動力伝達の機構など，エネルギー変換に関する知識の習得

電源，負荷，導線，スイッチ等からなる電気機器の基本的な回路や，ベルトとプーリ

などの動力を伝える機構は，社会で利用されている様々な機器の特徴を理解し，安全・

適切に使用するために必要となる基礎的・基本的な知識である。

今回の調査では，身近な機器に使用されている電気回路や動力伝達の仕組みの特徴に

ついての理解の状況に課題がみられた。

質問紙においても「生活で使われている電気器具などの仕組みを知りたいと思います

か」について肯定的な回答をした生徒が50％未満にとどまるなど，この内容に関する学

習意欲についても課題がある。

こうしたことから，機器の性能を維持しエネルギーを有効利用するには，機器の仕組

みの理解に基づいた安全で正しい使用方法を守り，保守点検を行うことが必要なことを

実験や観察から気付かせるなどの指導の工夫が必要である。その際，一つの機器で学習

した事項が他の機器にも応用できるように，基本的な電気回路や原理的に共通する動力

伝達の仕組みなどを重点的に取り上げたり，小学校及び中学校の理科等におけるエネル

ギーに関する学習を踏まえ，関連する原理や法則が具体的にどのような機器やシステム

に生かされているかを取り上げたりするといった配慮も大切である。

○ 知識を活用し，機器が正常に動作しない場合の原因を追求し解決できる能力の育成

電気機器などが正常に動作しない場合に，機器の仕組みなどの知識を活用して動作し

ない原因を明らかにし解決するといった，課題の全体像を理解した上で問題点を明確に

し解決できる能力は，複雑な機器の設計・製作などにおいて必要となる能力である。加

えて，様々な機器により支えられ，さらに新たな機器が開発され続ける現代社会におい

て求められる重要な能力でもある。

今回の調査では，機器が正常に作動しない場合に，機器の仕組みや屋内配線に関する

知識を活用して作動しない原因を追究することに課題がみられた。
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質問紙調査の結果との関連をみると，学校質問紙において「問題解決的な学習を取り

入れた授業を行っていますか」に肯定的な回答をした学校の生徒の方が，通過率が高い

傾向がみられた。

こうしたことから，実際の生活の中でのトラブルなどの解決を想定した問題解決的な

学習に取り組ませたり，新学習指導要領で必修となった「エネルギー変換の技術を利用

した製作品の製作」において，目的の動きや動作をしない場合に，その原因を生徒自ら

が考えて解決させる場面を設定したりするなどの指導の工夫が必要である。

○ コンピュータの機能や情報通信ネットワークの仕組みなど，情報に関する知識の習得

コンピュータの機能や特徴，情報通信ネットワークにおける情報伝達の特徴や利用方

法などは，情報機器やネットワークを安全・適切に使用し，情報を正確に収集・発信す

るために必要な基礎的・基本的な知識である。

今回の調査では，入力・出力・制御・データ保存などのコンピュータの機能の理解や，

電子メールやインターネットの安全性に関する知識の習得状況に課題がみられた。

質問紙においても「技術分野の授業で，コンピュータを構成している装置や，基本ソ

フトウェアとその機能について理解できましたか」「技術分野の授業で，個人認証やコ

ンピュータウィルスへの対応など，コンピュータを安全に利用する方法について理解で

きましたか」に対して肯定的な回答をした生徒の割合は70％以下と情報に関する内容の

中では低い傾向にあった。

こうしたことから，コンピュータの機能や特徴を生かした使用方法と一般的な使用方

法を比較させたり，情報通信ネットワークを安全に利用するための仕組みを取り上げ，

その必要性を考えさせたりするなど，コンピュータの機能や特徴等に関する知識の有用

性を実感させるといった指導の工夫が必要である。また，インターネット等日常生活で

使用経験の多い事項に関しても，生徒の知識の習得状況を確認し適切に指導するといっ

た配慮も大切である。その際，新学習指導要領において，情報モラルについての指導が

一層充実されたことも踏まえ，著作権や発信した情報に対する責任を知り，情報モラル

について考えることを通して，情報社会において適正に活動する能力と態度を育成する

ことが重要である。

○ 情報の処理方法や検索方法を工夫して，必要な情報を正確に収集できる能力の育成

応用ソフトウェアなどを適切に活用して，大量の情報の中から必要な情報を正確に収

集する能力は，情報があふれる現代社会において重要な能力である。また，この能力は，

課題を解決するために，より効果的な方法を工夫できるという重要な能力にもつながる。

今回の調査では，数値情報を処理するソフトウェアを操作することはできても，短時

間で条件に合致した情報を選び出すために操作の手順を工夫することに課題がみられた。

また，検索する際に，一つの検索語による検索はできても，多くの情報の中から目的と

する情報を選び出すために，検索語や検索方法を工夫することにも課題がみられた。

質問紙調査の結果との関連をみると「技術分野の授業で，インターネットを利用して

情報を検索し，適切に利用することができましたか」に肯定的な回答をした生徒の方が

検索語や検索方法を工夫している傾向がみられた。
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こうしたことから，ディジタル作品等を制作するのに必要な情報を，検索語や検索方

法を変えることで正確な情報を適切に収集することができることを実感させるといった

指導の工夫が必要である。また，情報以外の内容においても，問題解決を行う際に，あ

らかじめ必要な手順を工程表等に整理し，より効率的な方法を考えさせるといった指導

の工夫も大切である。
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