
【研究内容１】「問題解決的な学習」を取り入れた指導の工夫（題材全体､または１単位時間のいずれでもよい）       

問題の発見や解決策について、主体的 

対話的に考え、協働的に新たな価値を 

創造し、次への問題の発見・解決につ 

なげる「問題解決的な学習」とする。 

  

技術・家庭科部会 
Ⅰ．研究の概要 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．研究内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．研究方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．研究主題  社会に『いきる』技術・家庭科教育 ～主体的に生活を工夫し創造する生徒の育成～ 

２．研究主題設定の理由 「社会」とは、最小の単位を「家族」とし、最大は｢世界(地球)」と定義し、広義

には家庭・地域・世界を含むものである。また、「いきる」は｢生きる」と「活きる」の両方の思いが込められてい

る。急激に産業技術や環境が変化する現代社会において、自立と共生・持続可能な社会の構築の両視点を大切にし

ながら、よりよい社会(家庭生活）を創造していくことができる生徒の育成を目指している。 

平成２８年度に実施した石狩管内中学校の生徒実態調査では、「作品製作や実習が好きな生徒」の数値は高いが、

「生活の中で問題を見付けたり、解決しようとしたりする生徒」や「より良い生活を送るために自分で考えたり生

活を工夫したりしている生徒」の数値が低い結果となった。これは、「実際の生活の中で、主体的に問題を見付け、

工夫し創造しながら解決する力」に課題があると考えられる。技術･家庭科の学習を通して、これから自分たちが

生活する社会を能動的に創造していくことができる生徒の育成を目指したい。 

３．研究仮説 社会に「いきる」技術･家庭科教育は、問題解決的な学習において、社会とのつながりを意識し

た思考を重視することと、課題の発見と解決に向けて主体的･協働的に学ぶことで実現することができるであろう。 

【研究内容２】「社会（家庭生活）とのつながり」を実感させる指導の工夫 

（１）「連鎖的思考」の場面を設定する 

（２）「生活を工夫し創造する能力」を育む指導・評価の工夫 

     ①生徒の思考を広げ深め、その思考過程が可視化できるワークシートの工夫 

     ②ペア学習、グループでの学び合いなどの学習形態の工夫 

     ③指導方法・評価方法の工夫 

（３）終末の段階で「まとめ・振り返り」の場面を設定する 簡単な自己評価や「楽しかった」だけではなく、「何

ができるようになったのか」、「どのように成長できたか」「社会（家庭生活）での実践の可能性」や「新た

な課題発見」につなげるまとめと振り返りを行うことで、主体的な学びとなる。 

「連鎖的思考」とは、授業の導

入・展開・終末で「課題」を

「社会（世界～家庭生活）と

関連させながら考えること 

 

（１）個人研究（令和元年度の重点）  

①「問題解決的な学習」を取り入れた指導実践   

②「社会（家庭生活）とのつながり」を実感させる指導実践 

   
（２）内容別研究（教育課程研究） 

  ①３年間を見通した「年間指導計画」の作成 

 ②小学校との連携の在り方について検討する（家庭分野） 

（４）専門部会第二次研究協議会 

①授業の公開及び研究協議 

②各分科会 

（５）実技研修・理論研修 

①新学習指導要領に関わって 

 ②技術・家庭分野でそれぞれ実施する 

（６）情報の発行 

①技術・家庭科部会情報 ②市町村便り 

（７）各種研究大会との連携 

①全道技家研（令和２年度には石狩大会）②その他の研究大会 

（３） 

市町村 

研究 



Ⅱ．研究の経過と成果 

１．実践研究の経過 

   ４月１６日 石教研第一次研究協議会 

   ４月    市町村専門部会第一次研究協議会（計画・概要の確認、授業公開担当校の決定など） 

   ９月    市町村専門部会第二次研究協議会（実技研修・指導案検討） 

  １０月    石教研専門部会第二次研究協議会への事前研修会 

・北広島市大曲中学校にて技術科の教材研究・プレ授業公開・事後研修 

・恵庭市立柏陽中学校にて家庭科の教材研究・プレ授業公開・事後研修 

  １０月１８日 石教研専門部会第二次研究協議会 

          全体会場：北広島市立大曲中学校 

          授業会場：【技術分野】北広島市立大曲中学校 【家庭分野】恵庭市立柏陽中学校 

  １２月１２日 実技研修会「生活を豊かにする小物づくり」の教材研究 

          指導者：保谷 有里子 氏（北広島市立大曲中学校教諭） 会場：大曲中学校 

   １月２１日 理論研修会「小学校プログラミング教育と中学校技術科の連携」 

          指導者：長坂文彦 氏（石狩市立紅南小学校主幹教諭） 会場：石狩研修センター 

 

２．専門部会第二次研究協議会での交流 

（１）専門部会第二次研究協議会での交流内容＜家庭分野＞ 

①公開授業での様子 

１年生 分野名「Ｃ 衣生活・住生活と自立 ～私たちの生活と住まい」 

授業者：石川 由里子 教諭（恵庭市立柏陽中学校） 

本時の目標：家族の生活にあった住まいを考えることができる。 

 主な学習内容と学習活動 教師の働きかけ ・指導上の留意点 ■評価 □評価方法 

課
題
設
定
・ 
把
握 
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○これまでの既習事項を振り返る。 

○登場人物と設定を把握する。 
 
○本時の課題を把握する。 

 
○既習事項を確認する。 
  
○登場人物と設定を確認する。 
 
○課題提示 

 
 

課題  家族の生活にあった住まいを考えよう。 

課
題
解
決 
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○家族構成や現在使用している部
屋、年齢や起床・就寝時間からそ
れぞれのライフスタイルなどを考
える。 

 
○祖母の言葉から、高齢者の特徴や
祖母の心情を考え発表する。 

 
○それぞれの家族になったつもり
で、希望を考えワークシートに記
入する。 

○家族構成や現在使用している部屋、
年齢や起床・就寝時間からそれぞれの
ライフスタイルなどを考えさせる。 
 
○祖母の言葉から、高齢者の特徴や祖
母の心情を確認する。 

 
○それぞれの家族になったつもりで
希望を考えさせる。 

 
 

・ワークシート配布 
 
 
 
 
 
 
 
 
連鎖的思考① 
 

 
 

○家族のライフスタイルにあった住
まいを考える。【個人】 
 
 
 
 
 
 
 

○住まいの形や部屋の特徴を説明す
る。 
①玄関アクセス 
 （リビング通らずに各部屋へ） 
②リビングアクセス 
 （リビングを通って各部屋へ） 
③両方 
 （リビングをはさんで２部屋） 

 

■家族の生活にあった快適な
住まいを目指し、住まい方を
工夫しようとしている。【工
夫創造】 

□ワークシート 
 
 
 
 



 

②協議内容 

＜分野別研究１＞家庭 授業分科会 

ア）授業者（柏陽中学校）石川教諭より 

〇住生活のまとめの授業である。生徒の実態を考え、一戸建てで、築年数の浅い住居に住む生徒の割合が高い

が、賃貸アパートや市営住宅などの家庭も多い。教材としてマンション、平面図で考えた。ワークシートの

配付時間や振り返りをゆっくり書かせることができなかった。A～C の選択肢があったが、すべての班が A

になり、もう少し選択の幅が出ると良かった。この後の授業は、家具の配置を考えさせる内容である。 

イ）意見交流より 

   〇家族の役割を取り入れたことで、主体的に授業に取り組んでいた。高齢者の視点を取り入れたことは、これ

からの新しい授業へと繋がるのではないか。 

   〇どの間取りを選ぶのではなく、誰と誰の部屋をどこにするかを考えた結果、様々なパターンが出て良かった。

教師の設定でアレンジが効く内容であった。 

   〇発表から安全面のことが出てくるとよかった。 

   〇班の発表のあと、全体に気付いたこと等を聞き返す場面があっても良かった。 

  

＜分野別研究２＞家庭分野レポート交流 

ア）交流レポート 

  【恵明中】衣生活と自立「TPOを踏まえた自分らしい着方を工夫しよう」 

  【樽川中】食生活と自立「清涼飲料」 

  【勇舞中】災害に備えた住まい方について考えよう 

  【向陽台中】地域の高齢者との関わり 

  【花川北中】きものの授業 

  【大曲中】授業に役立つ金融経済セミナーから 

  【石狩中】消費生活、評価、小中高の関連、フェアトレードを取り入れた消費生活 

  【江陽中】消費生活「目的に合った商品を選択するとき、何を考えたらよいか」 

 

イ）意見交流より 

〇新学習指導要領に関わって、高齢者との関わりを現1年生から触れていく。内容としては、一般的な高齢者

とのふれあいでよい。介護の内容は高校で学習する。 

 
○部屋や家族の生活の特徴を踏まえ
て住まいや部屋の使い方を考え
る。【グループ】 

 
○発表の準備をする。 
 

 
○班長を中心に話し合いをはじめさ
せる。 

 
 
○発表準備の指示をする。 
 ①選んだ住まいと理由 
 ②各部屋を使う人 
 ③生活への配慮や安全面の配慮 

 
・ワークシート配付 
・ホワイトボード、マグネット配付 

■家族にあった住まい方に
ついて関心を持ち、意欲
的に学習活動に参加して
いる。【関・意・態】 

□話し合い活動 
 

定
着
・ 
習
熟 
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○新しい部屋割りを発表する。 
 ① 選んだ住まいと理由 
② 各部屋を使う人 

 ③ 生活の配慮や安全面の配慮 
 
○次時の予告 
 
○本時の気付きや、これからの生活
で実践したいことをまとめる。 

 
○発表準備、発表補助 
 ・ｉＰａｄ 
 ・ＨＤＭＩ変換端子 
 ・電子黒板 
 
○次時の予告 
 
○ワークシートを記入させる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
連鎖的思考② 



〇評価について～制作した物の評価だけではなく、制作過程で、どのような工夫がされているのかがわかるよ

うにする。振り返りシートの活用から、何を学んで欲しいのか、何が大切かを見とれるものにする。１時間

の授業では2観点ぐらいで見取れるような工夫が必要。 

   〇中学校の教材～調理の中に蒸し調理を入れる。和服の学習は行う必要があるが、着用させなくてもよい。消

費生活では、様々な新しい商法も増えてきている。日頃から情報をキャッチしていく必要がある。 

〇小学校の家庭科の時間は中学校よりも多い。担任によって教え方に差がある。５教科制を取り入れている学

校もある。 

〇次年度の全道技家研について 

    今回公開してもらった「住居と高齢者との関係」を参考に進めていく。プレ研調整は早めに行うが、教育課

程の入れ替え等を各校で可能な限り調整してもらい、夏までには、数校でプレ研を行うようにする。 

 

（２）専門部会第二次研究協議会での交流内容＜技術分野＞ 

①公開授業での様子 

２年生 分野名「Ｂエネルギー変換に関する技術 (1)エネルギー変換機器の仕組みと保守点検 ア」 

授業者：柳本 環樹 主幹教諭（北広島市立大曲中学校） 

本時の目標：上階と下階で ON･OFFできる屋内配線の仕組みを考え、具体的な回路として表現し理解することができる 

       オームの法則や電気回路の学習が実生活に結びついていることについて関心をもつことができる 

経過 生徒の活動 教師の働きかけ 

 ＜始業前＞ 授業の用意を行い待機する ＜始業前＞ PC、プロジェクター、教具の準備 

始業 前時の想起 ・班隊型になる ・出欠確認 ・前時の想起 → 班体型・教具提示 

展開 

実験器具の準備 

＜活動１＞ 

リビングやキッチンの回路を作成し、前時の内容を

確認する。 

ワークシートの配付 

＜活動2＞ 

・ スクリーンを見ながらここでの階段の配線の

欠点を考える。 

＜ 課 題 提 示 ＞ 

 

 

 

・ 自分の予想をプリントに書き込む。 

・ 互いの意見を交換しながら、実際に回路を組ん

でみて上階と下階で入り切りが出来るか確認      

する。 

 

 

 

 

・ スイッチ間にもう1本配線を通すことで上階と

下階でスイッチの入り切りが出来るようにな

ることに気が付く。 

教具の配布 

＜活動１＞ 

前時で扱った回路を作成し、リビングやキッチン 

の屋内配線について思い 

出す。 

＜活動2＞ 

プレゼンテーションで階段の配線について全体で考え

る。 

 

 

 

 

・ 今まで学んできた配線の形ではなく自分なりに工夫

する必要があると促す。 

・ スイッチの間の線も１本ではないことをヒントとし

て提示する。 

・ 意見がまとまらなくでもどのような議論をしていた

かプロセスを発表するように促す。 

 

 

・ 活動を振り返り、階段のスイッチの仕組みについて、

プレゼンテーションを用いて説明する。 

・ 階段のスイッチのことを３路スイッチという。 

終末 プリントに今日の学習内容を個々に整理する。  

階段のスイッチの仕組みを実際に考えてみよう 

上階と下階で入り切りできる屋内配線を考えて作ってみよう 

班で考えた配線を実際に作ってみよう 



②協議内容 

＜分野別研究１＞技術 授業分科会 

ア）授業者（大曲中学校）柳本主幹教諭より 

○（教材教具について）今回使用した教材のヒントはレゴブロック。三路スイッチ（切替スイッチ）は視覚的・

感覚的に分かりやすいように工夫した。 

○板書は最低限とし、プレゼンテーションソフトで動画や、要点を大きく見やすく表示することを意識した 

○電気回路の学習は実生活の技術を意識して（理科寄りにならないように気をつけて）授業している。 

  

イ）意見交流より 

   ○小学校からのつながりがありよい。三路スイッチの実物を見せるともっとよかった。 

   ○実際に手を動かしてトライ＆エラーさせることによって定着が図られていた 

   ○キット教材ではなく、今回の教材は色々な事ができ、実生活につながっていた。生徒の活動が止まっていな

かった。 

   ○家の階段のスイッチの動作を動画やアニメーションで見せ、そこから三路回路の仕組みを考えさせる手法は

連鎖的思考であり、生徒もスムーズに考えることができていた。 

   ○脳に心地よい汗をかく授業。テンポがよく、ねらいにスモールステップで近づいているのがよかった。 

    

＜分野別研究２＞技術分野レポート交流 

ア）交流レポート 

  【樽川中】  金属加工（真鍮製キーホルダーの製作） 

  【大麻東中】 教材開発研究（太陽光充電器の製作） 

  【緑陽中】  次期学習指導要領対応教材を使ったネットワークプログラミングの研究 

  【西部中】  少人数での作業学習に適した作品 

  【花川北中】 はじめての技術科の指導の反省 

  【東部中】  ３年間を見通した指導計画の作成と評価計画 

  【中央中】  新学習指導要領を意識した問題解決型木材加工の実践 

  【北進中】  けがき点検シートの活用 

  【恵明中】  材料の特徴と利用法の授業 

  【花川南中】 情報の技術に関する指導計画 

  【大麻中】  社会（家庭生活）とのつながりを実感させた指導実践 

  【北斗中】  評価は実施するが、評定に総括しない評価 

   

イ）意見交流より 

〇プログラミングの学習は小学校でも始まっているが、現状は学校（指導者）によって指導内容に差がある。

小学校と連携を取りながら技術科で学習内容を考えなければならない。 

○石狩市では、プログラミング教育について小学校と情報を共有する体制が整っている。 

○小学校では「スクラッチ」位はできるようになって上がってくると思っていた方がよい。中学技術では、問

題解決のプログラムを作成していくことが求められる。 

○次年度の全道技家研について（授業のアイデア） 

 ・３学年で、生物育成とプログラミング学習との総合的な学習として「植物工場」を作る授業。 

 ・［温度・照度・水（湿度）］をセンサを使い計測し、［ヒーター・ＬＥＤ・ポンプ］を制御するシステムをプ

ログラムするのはどうか 

 ・デジタル制御とアナログ制御の両方を経験させるのはどうか 

 ・「オーロラクロック（ネットワーク対応版）」や「micro:bit(マイクロビット)」等の教材のセンサを使用し

ての計測制御プログラムにしてはどうか 



Ⅲ．教育課程の研究 

１．研究の経過 

  中学校の新学習指導要領に向けての情報（全道や全国の技術家庭科研究大会などでの提言）を部会員で交流しなが

ら、2021年度からの全面実施に向けて学習している。特に「プログラミング教育」については、来年度から小学校は

必修化され、中学校では技術科が中心となり「プログラミングに関する内容」を指導することから、小学校との連携

を深めていくことを検討している。 

 

２．研究の成果 

１月に石狩市立紅南小学校の長坂文彦主幹教諭を指導者に「小学校プログラミング教育と中学校技術科の連携につ

いて理論研修会を行った。来年度には教育課程展開編を作成していくことから、外部の情報や動向を学習し部会員で

共有しながら、新しい教育課程を構築していく。 

 

Ⅳ．研究のまとめ 

１．成果 

「連鎖的思考」を1つのキーワードに、社会（家庭生活）とのつながりを意識させた実践を行ってきた。また、終末

段階における「まとめ・振り返り」の場面設定の工夫を重点として研究を進めてきた。専門部会第二次研究協議会に

おいて、家庭科分野では、課題解決の時間確保のため、授業展開を工夫し生徒一人一人が実生活と結びつけて考え、

自分の経験や身近な体験から最適解を見いだせるように授業が進められていた。技術分野の授業では、課題に対して

予想を立て、実際に試行錯誤しながら課題解決していく内容であり、教材教具の準備を含めて今後の実践に生かすこ

とのできる研究授業であった。 

 

２．課題 

次年度への大きな課題は学習指導要領改訂への対応である。新学習指導要領に則した教育課程の構築や、３観点に変

更される評価規準をどう見取っていくのかなど、対応していかなければならないことは山積みである。しかし大切なこ

とは、生徒の実態を把握し、実態に応じた教育課程を編成し推し進めることである。今年度、平成28年度に石狩管内の

中学校生徒に実施した「技術家庭科の授業に関する実態調査」をあらためて実施し、生徒の実態を把握した上で「自分

たちが生活する社会を能動的に創造していくことができる生徒」の育成を目標に研究を深めていかなければならないと

考える。次年度、石狩管内で「全道技術・家庭科研究大会石狩大会」が開催される。技術・家庭科部会ではこれらの課

題に対してさらに一丸をなって研究をすすめ、全道に向けての研究発表の場としたいと考える。 

（文責 能戸 真寿美／高木 智靖） 


