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上野耕史

札幌大会の研究の価値
－これからの技術・家庭科の在り方を踏まえて－

今後求められる技術・家庭科の実現の方策：学習指導要領の改訂の基本的な方策

主体的･対話的で深い学び（「アクティブ・
ラーニング」）の視点からの学習過程の改善

新しい時代に必要となる資質･能力の育成

新しい時代に必要となる資質･能力を踏まえた
教科･科目等の新設や目標･内容の見直し

何を学ぶか どのように学ぶか

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を共有し、
社会と連携･協働しながら、未来の創り手となるために必要な知識や力を育む

「社会に開かれた教育課程」の実現

何ができるようになるか

各学校における｢カリキュラム･マネジメント｣の実現

未知の状況にも対応できる
思考力・判断力・表現力等の育成生きて働く知識・技能の習得

学びを人生や社会に生かそうとする
学びに向かう力・人間性の涵養

「主体的・対話的で深い学び」の実現

「カリキュラム・マネジメント」の実現

■どのような技術・家庭の教育が必要なのかを認識

子どもたちに必要な技術、家庭に関する資質・能力

プログラミング 高齢者

今後求められる技術・家庭科の実現の方策：基本的な考え方

■目指す資質・能力を育成するための手立ての検討
＝「主体的・対話的で深い学び」の実現

■目指す資質・能力の明確化
＝学習指導要領及び解説の確認
＋子どもたちの実態等を踏まえて具体化

目指す資質・能力の明確化：学習指導要領及び解説の確認（内容の目標）

■指導すべき目標（目指す資質・能力）の確認
○ 分野目標
○ 内容の目標
解説：各内容の先頭ページ 第１段落
参考：内容「Ｄ情報の技術」 解説p.48
ここでは，情報の技術の見方・考え方を働かせた実践的・体験

的な活動を通して，生活や社会で利用されている情報の技術につ
いての基礎的な理解を図り，それらに係る技能を身に付け，情報
の技術と生活や社会，環境との関わりについて理解を深めるととも
に，生活や社会の中から情報の技術に関わる問題を見いだして
課題を設定し解決する力，よりよい生活や持続可能な社会の構
築に向けて，適切かつ誠実に情報の技術を工夫し創造しようとす
る実践的な態度を育成することをねらいとしている。

目指す資質・能力の明確化：学習指導要領及び解説の確認（内容の目標）

■指導すべき目標（目指す資質・能力）の確認
○ 分野目標
○ 内容の目標
解説：各内容の先頭ページ 第２段落
参考：内容「Ｃ 消費生活・環境」 解説p.108
ここでは，ここでは，課題をもって，持続可能な社会の構築に

向けて考え，工夫する活動を通して，消費生活・環境に関する知
識及び技能を身に付け，これからの生活を展望して，身近な消費
生活と環境についての課題を解決する力を養い，身近な消費生
活と環境について工夫し創造しようとする実践的な態度を育成す
ることをねらいとしている。

目指す資質・能力の明確化：学習指導要領及び解説の確認（項目の目標）
○ 項目の目標
解説：各項目における最初の段落

※「学びに向かう力、人間性等」については、本文に示されていないため，
分野目標（３）に示された態度等を，それぞれの項目でどのように育成す
るかについて，各学校で検討する。

参考：内容「Ｄ情報の技術」（３） 解説p.56
ここでは，生活や社会の中から見いだした問題を計測・制御のプ

ログラミングによって解決する活動を通して，情報の技術の見方・考
え方を働かせて，問題を見いだして課題を設定し解決する力を育
成するとともに，計測・制御システムの仕組みを理解させ，安全・
適切なプログラムの制作，動作の確認及びデバッグ等ができるよ
うにすることをねらいとしている。また，こうした活動を通して，自分な
りの新しい考え方や捉え方によって，解決策を構想しようとする態
度や，自らの問題解決とその過程を振り返り，よりよいものとなる
よう改善・修正しようとする態度の育成を図ることが考えられる。



2

目指す資質・能力の明確化：学習指導要領及び解説の確認（項目の目標）

○ 項目の目標
解説：各項目における最初の段落
参考：内容「Ｃ 消費生活・環境」 （１） 解説p.109
ここでは，金銭の管理と購入について，課題をもって，計画的な
金銭管理の必要性について理解し，購入方法や支払い方法の
特徴，売買契約の仕組み，消費者被害の背景とその対応及び
物資・サービスの選択に関する基礎的・基本的な知識及び技能を
身に付け，物資・サービスの選択に必要な情報を活用して購入に
ついて工夫することができるようにすることをねらいとしている。

目指す資質・能力の明確化：学習指導要領及び解説の確認（内容の取扱い）

○ 内容の取扱い
参考：内容「D 情報の技術」（３） 解説p.56

（内容の取扱い）
（6） 各内容における（2）及び内容の「Ｄ情報の技術」の
（3）については，次のとおり取り扱うものとする。
イ 知的財産を創造，保護及び活用しようとする態度，技術に
関わる倫理観，並びに他者と協働して粘り強く物事を前に進める
態度を養うことを目指すこと。

目指す資質・能力の明確化：学習指導要領及び解説の確認（内容の取扱い）

○ 内容の取扱い
参考：内容「Ｃ 消費生活・環境」 （１） 解説p.109

（内容の取扱い）
ア （1）及び（2）については，内容の「Ａ家族・家庭生活」又
は「Ｂ衣食住の生活」の学習との関連を図り，実践的に学習でき
るようにすること。

イ （1）については，中学生の身近な消費行動と関連を図った
物資・サービスや消費者被害を扱うこと。アの（ｱ）については，ク
レジットなどの三者間契約についても扱うこと。

目指す資質・能力の明確化：学習指導要領及び解説の確認（解説）

○ 解説
参考：内容「Ｄ情報の技術」（３） 解説p.56-57

イ 問題を見いだして課題を設定し，入出力されるデータの流れ
を元に計測・制御システムを構想して情報処理の手順を具体化す
るとともに，制作の過程や結果の評価，改善及び修正について
考えることでは，生活や社会の中から処理の自動化，システム化，
情報セキュリティ等に関わる問題を見いだして課題を設定する力，
課題の解決策を，条件を踏まえて構想し，全体構成やアルゴリズ
ム，データの流れを図に表す力，試行・試作等を通じて解決策を
具体化する力，設計に基づく合理的な解決作業について考える
力，課題の解決結果や解決過程を評価，改善及び修正する力
などの，（1）のイで気付かせた情報の技術の見方・考え方を働か
せて，問題を見いだして課題を設定し解決する力を育成する。

参考 探究科学と設計科学

日本学術会議「新しい学術の体系委員会報告」要旨
・「あるものの探究」と「あるべきものの探求」
17 世紀に誕生した近代科学は、人間が立てた目的や求める価値を知の営みから
切り離し、純粋に客観的な立場から自然を探求する立場を取った。この立場は知の
合理性を高めることに大きく寄与し、自然科学だけではなく法学、経済学、社会学な
ど人文・社会科学系の分野にも受け継がれた。「あるものの探究」は知のひとつの基
本範型となった。一方で人類は、近代科学の誕生以前から、その知的能力を用いて
農耕技術、建築術、医術などさまざまな実践的な技術を獲得し、自らの生活や社会
を向上させてきた。
技術は目的や価値を実現するための、「あるべきものの探求」であり、近代科学に

よって合理的な基盤を与えられはしたが、知の営みとしては一段と低い地位に置かれ
た。「実学」という呼称はこのことを象徴している。
しかし、人類が直面する深刻な課題を解決するためには、「あるものの探
究」である科学と「あるべきものの探求」である技術が統合されなければなら
ない。それこそが学術の真の姿である。

あるものの探究＝探究科学
あるべきものの探究＝設計科学

目指す資質・能力の明確化：学習指導要領及び解説の確認（解説）
○ 解説

参考：家庭分野の目標 解説p.64-65
（2）の目標は，次のような学習過程を通して，習得した「知識
及び技能」を活用し，「思考力，判断力，表現力等」を育成する
ことにより，課題を解決する力を養うことを明確にしたものである。
家族・家庭や地域における生活の中から問題を見いだして課題
を設定しとは，既習の知識及び技能や生活経験を基に家族・家
庭や地域における生活を見つめることを通して，問題を見いだし，
解決すべき課題を設定する力を育成することについて示したものであ
る。
解決策を構想しとは，解決の見通しをもって計画を立てることを通

して，生活課題について多角的に捉え，解決方法を検討し，計
画，立案する力を育成することについて示したものである。その際，
他者からの意見等を踏まえて，計画を評価・改善し，最善の方法
を判断・決定できるようにする



3

目指す資質・能力の明確化：学習指導要領及び解説の確認（解説）

○ 解説
実践を評価・改善し，考察したことを論理的に表現するとは，調

理や製作等の実習や，調査，交流活動等を通して，課題の解
決に向けて実践したことを振り返り，考察したことを発表し合い，他
者からの意見を踏まえて改善策を検討するなど，実践活動を評
価・改善する力を育成することについて示したものである。その際，
考察したことを根拠や理由を明確にして筋道を立てて説明したり，
発表したりすることができるようにする。
これからの生活を展望して課題を解決するとは，将来にわたって

自立した生活を営む見通しをもち，よりよい生活の実現に向けて，
身近な生活の課題を主体的に捉え，具体的な実践を通して，課
題の解決を目指すことを意図している。

目指す資質・能力の明確化：子どもたちの実態等を踏まえて具体化（題材の目標）

＜題材の目標＞
指導学年，生徒の実態、指導時数、指導環境等を踏まえて題材
及び題材の目標を検討

参考：内容「Ｄ情報の技術」 解説p.48
ここでは，情報の技術の見方・考え方を働かせた実践的・体験

的な活動を通して，生活や社会で利用されている情報の技術につ
いての基礎的な理解を図り，それらに係る技能を身に付け，情報
の技術と生活や社会，環境との関わりについて理解を深めるとともに，
生活や社会の中から情報の技術に関わる問題を見いだして課題を
設定し解決する力，よりよい生活や持続可能な社会の構築に向け
て，適切かつ誠実に情報の技術を工夫し創造しようとする実践的
な態度を育成することをねらいとしている。

目指す資質・能力の明確化：子どもたちの実態等を踏まえて具体化（題材の目標）

題材 サイバーサイバイ大作戦！
～情報の技術で素晴らしい社会の発展を目指そう！～
※第２・３学年 30hで指導する場合の検討例
題材の目標
情報の技術の見方・考え方を働かせ，持続可能な社会の構築を
目指したスマート農業のモデルを開発する実践的・体験的な活動を
通して，生活や社会で利用されている情報の技術についての基礎的
な理解を図り，それらに係る技能を身に付け，情報の技術と生活や
社会，環境との関わりについて理解を深めるとともに，生活や社会の
中から情報の技術に関わる問題を見いだして課題を設定し解決する
力，よりよい生活や持続可能な社会の構築に向けて，適切かつ誠
実に技術を工夫し創造しようとする実践的な態度を育成する。

目指す資質・能力の明確化：子どもたちの実態等を踏まえて具体化（題材の目標）

題材 材料と加工の技術によって，安全な生活の実現を目指そう
～オーダーメイド耐震補強器具を開発しよう～

※第１学年 20hで指導する場合の検討例
題材の目標
材料と加工の技術の見方・考え方を働かせ，より安全な生活を目
指した耐震補強器具を開発する実践的・体験的な活動を通して，
生活や社会で利用されている材料と加工の技術についての基礎的な
理解を図り，それらに係る技能を身に付け，材料と加工の技術と安
全な生活や社会，環境との関わりについて理解を深めるとともに，生
活の中から材料と加工の技術に関わる問題を見いだして課題を設定
する力，安全な生活や社会の実現に向けて，適切かつ誠実に材料
と加工の技術を工夫し創造しようとする実践的な態度を育成する。

目指す資質・能力の明確化：
子どもたちの実態等を踏まえて具体化（知識及び技能）

小学校での関連する学習経験などの生徒の実態を踏まえるととも
に，課題の解決に必要な機能，プログラムの制作やデバッグのし
やすさ，（2）で使用する言語との関連などに配慮して選択

＜知識及び技能＞ 内容Ｄ（３）
学習指導要領
・安全・適切なプログラムの制作，動作の確認及びデバッグ等ができる
解説
・設定した課題を解決するために，適切なプログラミング言語を用いて，
安全・適切に，順次，分岐，反復という情報処理の手順や構造を
入力し，プログラムの編集・保存，動作の確認，デバッグ等ができる

使用するプログラミング言語：小学校と同じ or 違う
（２）と同じ or 違う

第３年間を見通して， 「技術の見方・考え方」を参考に課題の難
易度を検討する。

＜思考力、判断力、表現力等＞ 内容Ｄ（３）
学習指導要領
・ 問題を見いだして課題を設定し，入出力されるデータの流れを元に計測・制
御システムを構想して情報処理の手順を具体化するとともに，制作の過程や
結果の評価，改善及び修正について考えること。
解説
・問題を見いだして課題を設定する力
・課題の解決策を，条件を踏まえて構想し，全体構成やアルゴリズム，データ
の流れを図に表す力
・試行・試作等を通じて解決策を具体化する力
・設計に基づく合理的な解決作業について考える力
・課題の解決結果や解決過程を評価，改善及び修正する力

目指す資質・能力の明確化：
子どもたちの実態等を踏まえて具体化（思考力、判断力、表現力等）
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情報の技術の見方・考え方 難易度の検討例
・生活や社会における事象を，
情報の技術との関わりの視点
で捉え，

・問題を見いだす空間的範囲
個人→家庭→地域社会→地球規模

・問題を見いだす時間的範囲 現在→将来
・社会からの要求，使用時の
安全性，システム，経済性，
情報の倫理やセキュリティ等に
着目し，

・着目する範囲・
使用場面のみ→生産、使用、廃棄、万が一のト

ラブルの場面
・着目する視点
安全性のみ→安全性、経済性、環境負荷等

・情報の表現，記録，計算，
通信の特性等にも配慮し，

・配慮する情報に関する科学的原理・法則

・情報のデジタル化や処理の
自動化，システム化による処
理の方法等を

・解決するために最適化する技術

・最適化すること ・選択→管理・運用→改良→応用

目指す資質・能力の明確化：
子どもたちの実態等を踏まえて具体化（思考力、判断力、表現力等）

参考：技術分野・第３学年間を見通した指導計画の検討

■指導計画を検討する際の配慮事項
各内容における「技術による問題の解決」において生徒が見いだ
し解決する問題は，生徒が解決できたという満足感・成就感を味
わい，次の学びへと主体的に取り組む態度を育むよう，既存の技
術を評価，選択，管理・運用することで解決できる問題から，改
良，応用しなければ解決できない問題へと，解決に必要となる資
質・能力の発達の視点から３年間を見通して計画的に設定する
など，各内容の履修の順序や配当する授業時数，及び具体的な
指導内容などについては，各学校において適切に定めることが大切
である。＜解説 p.24＞

参考：技術分野・最適化の例

選択：目的や条件を踏まえて適切なものを選ぶ
管理：その効果を発揮が発揮できるよう，適切な状態に維持する
運用：効果が発揮できるよう適切に用いる
改良：技術の欠点を改める
応用：本来の用途と異なる場面に用いる など

内容 解説に示された例示

Ｂ
例えば，（2）において，既存の育成環境を調節する方法を選択
することで解決できる課題に取り組ませたり，（3）において，既存
の技術の管理・運用について考えさせたりするなど，

Ｃ
例えば，（2）において，基本となる電気回路を改良することで解
決できる課題に取り組ませたり，（3）において，既存の技術の応
用について考えさせたりするなど，

Ｄ 例えば，（3）において，基本となるプログラムを応用することで解
決できる課題に取り組ませるなど

目指す資質・能力の明確化：子どもたちの実態等を踏まえて具体化（題材の目標）

【家庭分野】
＜題材の検討＞
・生徒の発達の段階等に応じて，内容「A家族・家庭生活」から「C
消費生活・環境」までの各内容項目や指導事項の相互の関連を
図って，効果的な学習が展開できるよう，授業時数及び履修学
年を定める。
・指導する内容に関係する学校，地域の実態，児童の興味・関
心や学習経験を踏まえ，より身近な題材を設定する。
＜題材の目標＞
・分野の目標並びに題材で指導する項目及び指導事項を整理・
統合した上で，履修学年や指導時間数を踏まえて設定

参考：内容「Ｄ情報の技術」（１） 解説p.50
ここでは，生活や産業に用いられている情報の処理や提供を行う
サービス，電気製品やそれらを組み合わせたシステムに用いられて
いる情報の技術の仕組み，開発の経緯や意図を調べる活動などを
通して，
各項目の役割・つながりを踏まえる。
（１）生活や社会を支えている技術について調べる活動など
（２）（３）（１）で気付いた技術の見方・考え方を働かせ，

生活や社会における技術に関わる問題を解決
（４）（１）における技術の見方・考え方の気付きや，（２）

（３）における技術による問題の解決の学習を踏まえ，社
会の発展のための技術の在り方や将来展望を考える活動など

目指す資質・能力を育成するための手立ての検討：基本的な考え方
【技術分野】
■ 基本となる学習活動の確認
解説：各項目における最初の段落

目指す資質・能力を育成するための手立ての検討：深い学び

■学習を充実する手立ての検討
○目標に応じた主体的・対話的で深い学びの実現
＜深い学び＞
各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせる学び
（１）で どのような見方・考え方に気付かせるか
（２）（３）で どのような見方・考え方を働かせて問題を見
いださせるか、どのような見方・考え方を働かせて解決させる
かを検討

・ 「生活や社会における事象を，情報の技術との関わりの視点で捉え」て問題
を見いだし、課題を設定し
・ 「社会からの要求，使用時の安全性，システム，経済性，情報の倫理や
セキュリティ等に着目し，情報の表現，記録，計算，
通信の特性等にも配慮し，情報のデジタル化や処理の自動化，システム化に
よる処理の方法等を最適化」して解決する。
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目指す資質・能力を育成するための手立ての検討：主体的な学び 対話的な学び

＜主体的な学び＞
学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関

連付けながら、見通しを持って粘り強く取り組み、自己の学習活動
を振り返って次につなげる
※主に狙う目標：学びに向かう力、人間性等

＜対話的な学び＞
子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を
手掛かりに考えること等を通じ、自己の考えを広げ深める
※主に狙う目標：思考力、判断力、表現力等

※直接，他者との協働を伴わなくとも，既製品の分解等の活動を
通してその技術の開発者が設計に込めた意図を読み取るといったこ
となども対話的な学び

参考：主体的な学び 対話的な学び 深い学びの関係

＜「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の関係＞

製品の分解等の活動を通し
てその技術の開発者が設計
に込めた意図を読み取る学
習活動（対話的な学び）

学習活動を自ら振り返り意味
付けたり、身に付いた資質・能力
を自覚（主体的な学び）

【計画・設計】
子供同士が対話し、それによって

思考を広げ深めていく（対話的な
学び）

自ら解決したい、解決し
なければならないと思える課
題（主体的な学び）

示範や映像資料等により，安全・適
切な作業に関する知識及び技能の習
得を図る。（一斉指導）

参考：主体的な学び 対話的な学び 深い学びの関係
＜「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の関係＞

（対話的な学び）
（主体的な学び）（主体的な学び） （対話的な学び）

技術の見方・考え方を働かせる学習活動（深い学び）

【見方・考え方】を働かせ
て問題を見いだし、課題
を設定

【見方・考え方】を働
かせて解決策を構想

山口県：思考力、判断力、表現力の育成を目指した指導
↑これまでの研究成果の活用

他者からの意見等を踏まえて，計画を
評価・改善し，最善の方法を判断・決
定できるようにする。（対話的な学び）

一連の学習過程を通して，生徒が課題を解決できた達
成感や，実践する喜びを味わい，次の学習に主体的に
取り組むことができるようにする。（主体的な学び）

各内容に位置付け，
生徒の興味・関心
や学校，地域の実
態に応じて，「Ａ家
族・家庭生活」の
(4)，「Ｂ衣食住の
生活」の(7)及び
「Ｃ消費生活・環
境」の(3)の三項目
のうち，一以上を
選択して履修

＜家庭分野の目指す資質・能力を育むための学習過程＞
○主体的・対話的で深い学び

生活の営みに係る見方・考え方を働かせる学習活動（深い学び）

＜家庭分野の目指す資質・能力を育むための学習過程＞
○主体的・対話的で深い学び

【見方・考え方】を働かせて
問題を見いだし、課題を設定

【見方・考え方】を働かせて
解決策を構想

【生活の営みに係る見方・考え方】
・家族や家庭、衣食住、消費や環境などに係る生活事象におい
て、協力・協働、健康・快適・安全、生活文化の継承・創造、
持続可能な社会の構築等の視点から解決すべき問題を捉え、
・よりよい生活を実現するために考えること。

次年度以降の研究について

① 教師からみて：教育の改善のために役立てる

② 児童生徒からみて：豊かな自己実現に役立てる

③ 社会に対して：何か重要であるか
学校における教育の成果 を示す

＜評価の機能（役割）＞

○学習状況の評価結果を児童生徒の学習や教師による指導の改善や
学校全体としての教育課程の改善へ
※評価＝課題の把握 研究成果の確認 に重要な役割

児童生徒一人一人の学習の成立を促すための評価
※評価＝「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善におい
て重要な役割

※評価＝技術分野のイメージ改革に重要な役割


