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特集 2 ｢小学校家庭科，中学校技術・家庭科における
キャリア教育的な内容」



　また，心豊かにたくましく生きる力を身につけるには，
基礎・基本をしっかりと習得する必要があります。
　私たちは，生徒たちがこうした能力を身につけられる
よう，教師にとって教えやすく，生徒にとって学びやす
い教科書，アクティブ・ラーニングを促す教科書を作る
ため，内容や実習題材，表現方法について検討を重ねま
した。
　例えば，ものづくりや生物育成に共通する手順を繰り
返し紙面に表現することによって，ものづくりの基礎・
基本の定着を図ったり，技術に関わる人に技術開発や仕
事に関わるインタビューをして「技術の匠」として掲載
したりしました。
　私たちが編集した『新編　新しい技術・家庭』を使っ
て学習し，「未来を創る」力を身につけてもらうことを
願っています。

ようこそ Technology の世界へ
　現代の社会は，グローバル化，情報化，少子高齢化な
どで激しく変化し，また多様化しています。家庭，学校
など，生徒を取り巻く身近な環境も同様です。
　平成 28 年度用新教科書『新編　新しい技術・家庭』は，
こうした変化に対応して「未来を切りひらき，心豊かに
たくましく生きる力」を育成することを目指しました。
　本書のサブタイトルとして表紙と目次に記した
　ようこそ Technology の世界へ
　技術を学んで未来を創ろう
　は，私たちが目指すものを表しています。
　未来を切りひらくことは，エネルギー，環境などの問
題を解決して持続可能な社会を作ることであり，技術も
そのために貢献しなければなりません。

平成 28 年度

「新編 新しい技術・家庭」のご紹介
東京書籍株式会社　編集部

技術分野　— 未来を創る Technology —

▲技術分野目次
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「技術分野の学習を終えて」を新設
　今回の新しい試みとして，3 年間の学習の終わりに，
ガイダンスを受けて「技術分野の学習を終えて」を新設
しました。生徒が生まれた 2003 年から 2006 年ころの技
術や製品を紹介しながら，学習を振り返ったり，将来の
展望を話し合ったりします。

技術分野の学習を生かす「防災手帳」
　東日本大震災などを受け，防災・減災教育の必要性が
高まっています。本書の巻末には，切り取って綴じて保
管できる「技術・家庭科の学習を生かす防災手帳」を設
けました。学習したことを生かした防災・減災の工夫を
紹介しています。

授業で使いやすい 3 テーマで構成
　全国的なガイダンスの授業時数は 1 〜 3 時間であるこ
とから，3 つのテーマで構成しました。
　「１ 技術は夢をかなえるためにある」では「100 年前
の予言」の多くが実現していることなどを紹介しながら，
人類は夢をかなえるために技術を進歩させてきたことに
気づかせます。また，身の回りの製品には，創意・工夫
が凝らされていることから，創意・工夫の大切さに気づ
かせます。
　「２ 技術は未来を創る」では，エネルギー・環境問題
などの解決にも技術が必要であること，そうした技術開
発の例として電気自動車を取り上げ，その開発に携わる
人たちの思いを紹介しました。あわせて，電気自動車の
ものづくりのプロセスが技術・家庭科のものづくりのプ
ロセスと共通することにも気づかせます。このプロセス
は，各編での製作・制作・育成のプロセスとなっていき
ます。
　「３ これからの学習を見てみよう」は，本教科の学習
内容，学習方法，3 年間を見通してどのような力を身に
つけるかを示し，最後に，3 年後にどのようなことがで
きるようになっていたいかを書くようにしました。

技術分野のガイダンス，防災手帳
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p.6-7 ▶
　技術は夢をかなえるためにある

▼ p.14-15　これからの学習を見てみよう

▼ p.256　技術分野の学習を終えて

▲防災手帳
（切り離して綴じたところ）

p.10-11 ▶
技術は未来を創る



　また，構想の表し方でも新たな工夫をしました。キャ
ビネット図，等角図，正投影図に加えて，フリーハンド
で描く「スケッチ」を加え，手軽に構想を図示する方法
を示しました。更に，設計や製作工程を例示するメイン
題材として設定した「マルチラック」を例に，キャビネッ
ト図，等角図，正投影図を描く手順を示しました。教科
書の製作題材を例に図を描く手順を示したのは，これま
でにない試みです。
　「基礎技能」は，木材・金属・プラスチックの 3 者を
並行して扱うという 24 年度本の良さを踏襲しながら更
に，区別が分かりやすいようレイアウトなどを改善しま
した。あわせて，生徒が失敗しやすい作業とその対処方
法を広く調査し，「ポイント」「安全，衛生」を充実しま
した。更に，組み立て前の「検査と修正」「仮組み立て」
などの作業要素を新設するなどトラブルシューティング
の内容を充実し，指導の効率化と同時に生徒が成就感を
得られるようにしました。

根幹となる技術
　「材料と加工に関する技術」は，社会においても技術
分野の学習においても，さまざまな技術の根幹をなすも
のです。第 1 編は「1 章　材料と加工法」「2 章　製作品
の設計・製作」「3 章　材料と加工に関する技術の評価・
活用」の 3 つの章で構成しました。
　「1 章　材料と加工法」では，材料や製品の実物の観
察や実験を通して，製品は材料の特徴を生かして作られ
ていることを学習します。特に木材は日本人と関係が深
く，近年は再生可能材料としても注目されていることか
ら，24 年本の 2 倍の 4 ページ扱いとしました。
　また，簡単な製作品の製作を通して，加工体験ができ
る「導入題材」を新設しました。これらは短時間題材と
して扱うことも可能です。
　「2 章　製作品の設計・製作」では，身近な生活の中
から発見した問題を解決しながら，設計・製作のプロセ
スを体験することを重視しました。

◀ p.24-25 木材の特徴

▲ p.35

▼ p.56 木材の切断
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１編　材料と加工に関する技術

連続写真で正しい作業姿勢や
動作を視覚的に表現。

教科書掲載用に木材の構造が分かりやすい標本を製作し，大きな
写真を掲載しました。節が枝の跡であることが一目で分かります。

導入題材は，板材を組み合わせるだけのシンプルな花台など



共通性を打ち出しました。

「評価・活用」を取り組みやすく
　２章の最後の「④ 完成した製作品を評価しよう」では，
設計と製作全体を評価するようにしました。ワークシー
トに具体的に記入した例を示して，生徒の評価のヒント
になるようにしました。
　「3 章　材料と加工に関する技術の評価・活用」では，
プラスチック製品や電気自動車などの具体例を通して，
技術を環境的・経済的・社会的な側面から評価するプロ
セスを示しました。
　その中で，３D プリンタ，木材の新たな利用方法，熊
本城を例にした伝統的な木工技術の継承などの事例を紹
介しました。
　最後の「評価・活用しよう」でもワークシートに記入
する方式を取り入れ，授業での具体的な扱い方を分かり
やすくしました。

さまざまな工夫を盛り込んだ実習例
　実習例は，これまで設計の「構想のまとめ」の後で扱っ
ていましたが，今回は「基礎技能」の後に示しました。
設計と製作の間の実習例ページの場所を変更することで
設計→準備→製作の流れがよりスムーズになりました。
　実習題材例の選定に当たっては，使用する材料や製作
品の種類，各題材の長所や問題点など，現場の実態を調
査しました。この結果を踏まえて実習例は，木の板材を
利用するものを中心に 9 例示しました。木製品では，1
枚の板材の木取りを変更することにより，異なった製品
が出来ることを示しました。こうしたバリエーションや
機能を付加したアイディアなどを，「私の工夫」として，
取り上げました。
　今回の実習例の示し方の大きな特色は，技術全体に共
通する「ものづくりの手順」に沿って，設計から製作ま
での流れを示したことです。
　これらを示すことにより，各編でものづくりの手順の

p.74-75 飾り棚▶

▲ p.89 評価・活用してみよう▲ p.83 製作品の評価の例
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見開きの中央部に「も
のづくりの手順」を示
して，ものづくりの共
通性を打ち出した。

私の工夫
の例



しました。
　発送電の仕組みも，今回重視した内容です。生徒が電
気の作り手，使い手のそれぞれの立場になっての実験や，
いろいろな発電方式のメリット，デメリットを比較でき
る内容も取り上げました。

電気と機械の内容に分けた構成
　24 年度本では，エネルギー変換機器は，電気的な部
分と機械的な部分が一体となっていることから，両者を
ミックスして内容を構成しました。これに対して，学習
上は分けた方がよいとのご意見も多く，今回は，1 章の
前半 1 〜 5 節は電気，後半の 6 〜 9 節は機械と，分けて
構成しました。そして中間に，両者が相まって利用され
ている新幹線の例を紹介し，電気と機械の内容を接続す
るページとして位置づけました。　

持続可能な社会へのカギを握る技術
　持続可能な未来を作るにためには，地球環境問題の解
決が大きな課題です。日本でも東日本大震災以降，エネ
ルギー問題への関心が更に高まっています。
　「2 編　エネルギー変換に関する技術」の学習は，一
人一人がこうした問題に向き合うための資質・能力を身
につけるための必須の内容といえます。2 編も 3 つの章
で構成しました。

発電やエネルギー効率について体験的に学習
　「1 章　エネルギーの変換と利用」では，エネルギー
変換，エネルギー効率とは何かとらえさせることを重視
しました。蒸気タービンや風車を作り，実際に熱や風力
などのエネルギーを動力エネルギーに変換する活動を通
してエネルギー変換について体験的に捉えられるように

◀ p.96-97
電気を作る仕組みを知ろう

▲ p.112-113　新幹線の技術
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2 編　エネルギー変換に関する技術

新幹線を例に，電気や機械，
保守点検などさまざまな技術
が利用されていること，技術
の進歩でエネルギー効率が向
上したことに気づかせる。

▼ p.99　実験
　発電と送電の仕組みを体験しよう

手作りタービンの羽根の形やモータ
の種類を変えて，効率のよい発電を
目指す。

発電する側，消費する側に分か
れて，発送電の仕組みを体験。

さまざまな発電方式の
特徴や課題を調べる。



実習例の工夫　
　実習題材は電気中心と機械中心の例を示しました。電
気中心の例は，手回し発電機を備えた「防災ライト」，
機械中心の例は「電気自動車」と「ショベルローダ」で，
電気自動車の車体にショベルローダを載せることもでき
ます。これ以外に，製作や保守・点検の学習を生かした

「取扱い説明書」，アイディアを校内特許として申請する
ための申請書の作成も取り上げました。
　エネルギー変換の設計・製作も，他の編と同じく，
ものづくりの共通手順に沿って記述しました。

発電の技術を例に技術の評価・活用を
　発電の技術を評価する活動を通して，エネルギー問題
と環境，経済，社会との関係を考えるようにしました。
他の編と同様にワークシートに記入しながら進める方式
を取り，授業で具体的に扱いやすくしました。

観察や製作を通して学ぶ機械　
　身近な機械である自転車を例に，機械の学習を進めま
す。リンク装置の学習では市販のプラスチック部品を組
み合わせた仕組みを作り，実際に動きを調べながら学習
を進めるようにしました。また，リンクやカムを使った
簡単な製作例も紹介しました。短時間でできる製作例や
進度調整にも適しています。機械の共通部品の学習に設
けた「技術の匠」では，新幹線やスカイツリーに使われ
ている「絶対緩まないねじ」と発明者などを取り上げ，
発想のヒントにしました。

モジュールで設計を分かりやすく　
　エネルギー変換を利用した機器の設計・製作は，生徒
には難しく，先生方にとっても指導上の大きな課題です。
今回の教科書の「2 章　製作品の設計・製作」では，エ
ネルギー変換機器を，システムを構成する要素である「モ
ジュール」に分け，それらを組み合わせながら，設計を
進め，プロセスを理解しやすくしました。

▲ p.118　往復運動の仕組みを調べよう

▲ p.136-137　ショベルローダのモデル

▼ p.128-129　資料　LED ライトの回路設計

▼ p.130-131　防災ライト
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防災ライトなどで，点灯の仕方や電源を変え
るモジュールを紹介し，設計のための資料に。

自転車を例にリンク装置を調べる。
連続写真で動きを分かりやすく。



　今回の内容充実の一環として，水産生物の扱いを大幅
に増やしました。1 章では，植物や動物と並列で水産生
物を育てる技術を扱い，実習例では「魚の飼育」も取り
上げました。

育成の目的を明確にし，基礎技能を充実
　「2 章　生物を育てるための計画と管理」では，果菜
と根菜の代表例で，他の植物への応用も利くミニトマト
とダイコンで育成計画を立てる手順を示しました。後の

「基礎技能」でも，ミニトマトとダイコンを多く例示し
ています。
　今回は，収量や品質など「育成目的」を明確にするこ
と重視しました。目的を明確にすれば，管理作業や観察
のポイント，作業や結果の評価の内容も明確になります。

技術の重要性を踏まえ，内容を大幅に充実
　生物育成に関する技術は，食料生産以外にも，材料の
生産，環境保全など重要な役割を持った技術です。こう
した技術の重要性，多様性を踏まえ，24 年度本より 10
ページ増の 44 ページとしました。栽培暦を新設，水産
生物や基礎技能を大幅増するなど，技術に関心を持って
アクティブ・ラーニングを促すよう，内容を充実させま
した。3 編も，1 編，2 編と同じく 3 つの章で構成しました。

生物育成の技術の意味を体験的に
　「1 章　生物を育てる技術の特徴」では，最初に短期
間でできるスプラウトの育成を通して，光など条件の違
いにより，生育に大きな違いが生じることを体験します。
そして，生物育成の技術は生物を目的に合わせて利用で
きるよう，成長を管理する技術であることを学びます。

教室の窓8

3 編　生物育成に関する技術

p.183 で登場する「技術の匠」
阿部隆昭さんが経営する植物工場

▼ p.148-149
　植物工場

▼ p.158-159

▼ p.182-183

　共通のものづくりの手順で提示。
　「育成する目的」を重視。

生物育成技術の多様な利用場面を紹介。

同じ栽培技術（水耕栽培）
を例に産業における生産方
法と，学習で育てる方法を
対比できる。

動物や水産生物の実習例



多様な要望に応える実習例
　栽培暦の充実とあわせて，実習例も植物 9 例，動物と
水産生物各 1 例と充実させました。
　計画・準備から収穫まで，他の編と共通の「ものづく
りの手順」の流れで示すとともに，植物の実習例すべて
に「技術の匠」を掲載し，匠の方に栽培のポイントや技
術開発などについて語っていただきました。

学習した技術から自分で選んで評価・活用
　３編で学習した生物を育てる技術の中から，自分で対
象を選び評価・活用する活動を取り上げました。そのた
めの材料として，海の環境を改善するための植林活動，
日本の食料生産の現状，バイオテクノロジーなどを取り
上げました。
　他の編と同様，ワークシートに記入しながら進める方
式を取り，授業で具体的に扱いやすくしました。

栽培暦を新設
　育てる植物を選びやすいよう，「栽培暦」を新設しま
した。折り込みも合わせて 3 ページ扱いとし，23 種類
の作物と草花を一覧で比較できます。栽培時期などのほ
か，「プランター」「露地」「袋」など栽培可能な場所や
設備も例示しました。地域性，生徒の興味・関心，学校
の施設などの条件に合わせて選択できる幅を広げました。
　更に，資料として各地の伝統野菜，作物と知的財産権
の関係 ( 種苗法 ) を紹介しました。

基礎技能ページも倍増
　「基礎技能」も 24 年度本の 4 ページから 8 ページに増
やし，内容を大幅に充実させました。ミニトマト ( 果菜 )
とダイコン ( 根菜 ) で具体例で示しながら，適用できる
植物の種類をマークで示すなど，いろいろな植物に応用
しやすくしました。
　また，実践が増えている「水耕栽培」を基礎技能の 1
項目に加えました。
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▼ p.160-161　栽培暦

▼ p.172　基礎技能の水耕栽培

p.166　基礎技能▶

p.189 ▶
評価・活用はワークシートを活用

寒冷地，中間地，暖地による
栽培時期の違い，可能な栽培
方法を示した。

適用できる植物の種類をマークで表示。



高度情報社会を生き抜く資質・能力を
　私たちの身の回りの多くの機器にはコンピュータが組
み込まれ，情報通信ネットワークからもたらされる大量
の情報の中で暮らしています。コンピュータや情報通信
ネットワークがなければ，社会が成り立たない反面，高
度情報社会には多くの問題もあります。「情報に関する
技術」の学習を通して，情報を適切に評価し活用する能
力を身につけるため，さまざまな工夫をしました。
　4 編は「設計・製作」の学習が，「ディジタル作品の設計・
制作」と「プログラムによる計測・制御」の２つあるた
め，他の編とは異なり 4 章で構成しました。

「情報の学習を始めるにあたって」を新設
　コンピュータは技術以外の教科や活動でも利用しま
す。1 章の前に「情報の学習を始めるにあたって」を設け，
コンピュータ利用の基本的な手順と注意点を示しました。
　また，巻末には「コンピュータの使い方」を新設し，
文書処理，表計算などのソフトウェアの基本的な使い方

を扱いました。生徒によってコンピュータに関するレ
ディネスに大きな差があり，基本的な使い方の指導が必
要な場合もあるためです。

セキュリティと情報モラルを大幅充実
　24 年度本では，情報モラルの項目にセキュリティの
内容も含め，4 ページで扱いました。今回「1 章　コン
ピュータと情報通信ネットワーク」では，セキュリティ
を独立の節とし，モラルと合わせて 10 ページと大幅に
内容を充実させました。
　新設した「⑤情報セキュリティ技術を知ろう」では，
セキュリティに関するトラブルと対策の例として認証シ
ステム，暗号化などを紹介しました。
　セキュリティ技術の学習をうけて，「⑥情報を安全に
利用しよう」では，インターネットの特性とプラス面や
マイナス面，情報機器の特性が事故や事件につながる可
能性を示し，マイナス面を減らす利用法を考えるように
しました。

教室の窓10

4 編　情報に関する技術

▼ p.194　情報の学習を始めるにあたって

▼ p.260　コンピュータの使い方

▼ p.206-207　情報セキュリティ技術を知ろう

▲ p.210-211　情報を安全に利用しよう



プログラムの主体は人間
　計測・制御については，自転車と自動車の衝突防止の
仕組みの比較，道順の説明などの例から，手順やプログ
ラムの役目を考えさせるようにしました。実習例は，信
号機，ロボット掃除機のモデルなど，実際にあるものに
なぞらえた例にしました。これらは，信号機は照明器具，
ロボット掃除機はセンサカーという市販の教材を機器に
見立てたものです。
　プログラムの作成で特に強調したのは，人間によって
作られ，作る人により違うということです。「ロボット
掃除機などの機器は，一見，意志を持たない無機的なも
ののようですが，機器を制御するプログラムの中には，
人間の意志が詰まっているのです」（p.243 の本文より）。

評価・活用を取り組みやすく
　「４章　情報に関する技術の評価・活用」は，情報化
による電力消費の拡大，ネットワーク犯罪の増加などの
問題点と合わせて，3D プリンタのなど技術開発の例を
取り上げ，これらを参考に自分でテーマを選び，評価・
活用するようにしました。

ディジタル作品作りに携わる人の思いも紹介
　「2 章　ディジタル作品の設計・制作」と「3 章　プ
ログラムによる計測・制御」の各章の前に見開きで導入
ページを設けました。
　「ディジタル作品の設計・制作」の前の「社会の中で
のディジタル作品作り」では，プロジェクションマッピ
ング，アニメーションとそれらを制作する人たちを取り
上げ，作品作りへの思いや生徒へのメッセージを語って
いただきました。
　３章の前には，さまざまな自動制御の例と仕組みを紹
介しました。

ものづくりと共通の手順で
　ディジタル作品の制作や計測・制御の実習例も，他
の「ものづくり」と共通の手順で示しました。実習例
は，学校生活や教科の内容と関連の深い 3 例を取り上げ
ました。p.232 の「Web ページの構成とデザイン」では，
Web ページの HTML ソースの例を示しましたが，こう
したソースを授業用の資料として，弊社のサイトからダ
ウンロードしていただけるよう，準備中です。
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▼ p.216　社会の中でのディジタル作品作り

▼ p.253　評価・活用してみよう

▼ p.244-245　信号機のモデル

▲ p.246-247　ロボット掃除機のモデル

プロジェクショ
ンマッピングの
例。



設したサブタイトル「自立と共生を目指して」には，こ
の思いを込めました。
　表紙と裏表紙を広げると，ひとつの絵になります。そ
こでは，持続可能な社会を見据えた豊かな自然にあふれ
た世界で，人とのつながりを大切にしながら生活をして
いる，輝く場面を表しました。家族や地域の人と関わり
合いながら，快適に住まい，調理をしたり衣服の手入れ
をしたり，買い物をしたりしている様子を見ることがで
きます。さらに，中学生の興味・関心を高める調理実習
例の写真を掲載し，学習内容への導入となるよう工夫を
凝らしました。
　よりよい生活の創造は，社会の一員として，生活環境
や生活文化を主体的に創造する担い手になる自己認識を
必要とします。持続可能な社会は私たちが創るものです。
新しい教科書では，いかに社会や状況が変化しようとも，
よりよい生活の創造を目指して，たくましく，そして着
実に生きる力を身につけることができるように編集しま
した。

豊かな生活を創るために
　家庭分野では，自分の生きる目標に向かって，生活を
自らの意思で積極的に創っていく，主体的な生活者を育
むことを目指しています。主体的な生活者は，他者とと
もに自己実現に向かい，日々の生活をより豊かに創るこ
とができます。
　そのためには，次のようなことが求められます。
①基礎的・基本的な知識や技術
②社会の変化に対応できる活用力
③ともに生きる他者への配慮
④持続可能な社会を構築していくという自覚
⑤全てにおける実践力
　新しい技術・家庭の教科書は，これらの力が確実に身
につくように，学習内容を論理的，系統的に構成してい
ます。また，生活の中の問題に気づき，解決するために
知識や技術を身につけ，各自の生活に生かすといった問
題解決的な学習の流れを大切にしています。これらの学
びを通して，家庭分野の学習の中でも重要な能力である，
適切な価値判断力や意思決定能力を身につけることで，
常に自信を持って行動できるようになります。
　また，自立し共生することで豊かな生活を創るという
家庭分野の目指すものを，表紙から表現しています。新

家庭分野　—自立と共生を目指して—

教室の窓12

家庭分野
表紙



指導の実態に沿った学習しやすい構成
　全国的なガイダンスの授業時数は１〜２時間で，学習
内容は左記の 4 つのほか，生活時間の振り返りなどまで
多岐に渡ります。そこで，授業時数や目的に合わせて選
択して活用できるよう，ガイダンスを「どんな学習をす
るのだろう」「どんな自分になりたいかな」「自分と家族
の生活を見つめよう」の 3 つのテーマで構成しました。
　さらに，全ての学習の最後には，「家庭分野の学習を
終えて」を新設し，家庭分野の学習の目標である「自立」
と「共生」の視点からまとめ，3 年間の学習を確かなも
のとし，これからの生活に展望を持つことができるよう
に工夫しています。
　全ての内容で，イラストや写真を用いて分かりやすく，
楽しく学習ができるようにしています。

時間軸と空間軸をキーワードに
　ガイダンスでは，家庭分野で何を（What）, なぜ（Why）,
いつ（When）, どのように（How）学ぶのか，概要を
把握させることが大切だと考えました。そのためには，
①小学校家庭科で学習した内容の確認，②今までの生活
で実践してきたことの確認，③これから中学校技術・家
庭科の家庭分野で学習する内容の把握，④これからの生
活を見据えて具体的に実践する内容の把握の 4 つが柱と
なります。これらを踏まえ，ガイダンスを構成するキー
ワードとして，今までの学習や生活及びこれからの学習
と生活を展望するという時間軸の視点と，家族や社会と
のつながりという空間軸の視点をより一層重視し，内容
の充実を図りました。目標に沿った分かりやすい紙面で
意欲を高めます。

家庭分野のガイダンス

◀ p.8-9
　自立と共生を目指そう

▼ p.12-13
　自分の生活をチェックしよう

▲ p.16-17
　１日の生活を見つめよう

◀ p.262-263
 　家庭分野の学習を終えて

生活を空間軸
の視点から振
り返るページ。

生活を時間軸
の視点から振
り返るページ。
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せ，日常生活で活用できるようにする必要があります。
家庭科，家庭分野を核とした総合的な学びを通して「様々
な体験を通じて『食』に関する知識と『食』を選択する
力を習得し，健全な食生活を実践できる人間を育てる」

（食育基本法 2005 年）という食育の目的が達成できると
考えられます。

自分自身の食生活を捉えて解決へ

　そこで，これまでの学習内容を確実に押さえながら，
まずは食生活の営み全体を捉えさせる必要があります。
自分自身の食生活を振り返り，何ができるようになりた
いか，そのために家庭分野ではどのようなことを学習す
るのかという見通しを持たせることが大切です。栄養素，
食品の栄養的特質については，小学校で学習した五大栄
養素と栄養素の３つの働きを踏まえて，６つの食品群と
その目安量へと学習内容を発展させていきます。その中
で，中学生の意欲を高めるとともに，実際の生活に生か
される資料が必要だと考え，１日にとりたい３群と４群
の食品例を実物大の写真で示すなどの工夫をしています。
栄養や食品，調理について学ぶことの意義を認識するこ
とにより，学習した知識・技術を日常生活の中で活用し
ようとする意欲や態度が促されます。

食育の要の教科として
　現行学習指導要領の重点課題の１つとして，食育が推
し進められています。小学校では家庭科だけでなく，食
育としてさまざまな教科等で取り組みがなされています。
このような学習を礎とした中学校での食生活の自立に向
けての学習についても，家庭分野に期待される役割を果
たすべく，新しい教科書で内容の充実を図りました。
　文部科学省「今後の学校における食育の在り方に関す
る有識者会議」（2013）では，各学校における食育の全
体計画の中に，教科（家庭科など）における食に関する
指導の目標・内容をしっかりと位置づけ，学校給食の時
間や他教科との関連を図り，学校全体で取り組むことが
重要であると指摘されています。家庭分野の食生活の学
習は，食育の目標の６つの項目（食事の重要性，心身の
健康，食を選択する力，感謝の心，社会性，食文化）全
てに関わる内容を含んでおり，中学校での食育推進にお
いて家庭分野の学習を充実させることが欠かせません。
また，家庭分野では，他教科等で学習する内容（生物の
育成，食品の生産や流通，食の歴史や文化，食生活と健
康との関わりなど）や学校給食，総合的な学習の時間な
どで学習した知識を生徒自身の生活に関連付けて理解さ

１編　私たちの食生活

食に関する指導の目標
１．食事の重要性
２．心身の健康
３．食を選択する力
４．感謝の心
５．社会性
６．食文化

家庭分野学習指導要領 (B)
（1） 中学生の食生活と栄養
（2）  日常食の献立と食品の

選び方
（3）  日常食の調理と地域の

食文化

▼ p.36-37　手ばかり・目ばかり

教室の窓14



豊かな心と健やかな体を育む
　食文化の伝承，食品の安全性や食と環境問題など新た
な課題についても内容を充実させました。 地域の食材
や食文化に関心を持ち，日常生活に生かすこと，食品の
安全性や食料資源の大切さに気づき，よりよい食生活に
向けて見通しを持つことができるように今日的なトピッ
クを提示しています。食生活と自然や社会とのつながり
に目を向け，多様な見方・考え方に気づき，その上で自
らの食を選択していく力が培われ，豊かな心と健やかな
体が育まれるように願っています。

意欲を高める調理実習
　調理については，学習の目的を明確にして課題を持っ
て実習に取り組めるよう実習題材を充実し，内容の構成
に工夫を凝らしています。基礎技能をまとめたページは
現行本から継続して掲載し，既習事項を確認し，授業や
生活の中で必要に応じて参照できます。調理実習は見開
きページで左ページから右ページに流れるように構成し
ています。メインの実習題材は調理の手順を 6 段階の
横の流れで，写真で分かりやすく示しました。食品の科
学的変化も見取ることができます。右ページには，１食
分の献立として組み合わせる料理の例とその手順例，配
ぜん例を載せ，１食分の献立として調理する場合（献立
調理）や家庭学習で活用できるように配慮しています。
基礎的・基本的な知識・技術を，日常の食事・調理と結
び付けて理解し，生活へ生かすことを促しています。

▼ p.90-91 　よりよい食生活を目指して

▲ p.92 　よりよい食生活を目指して

p.70-71 ▶
 魚の調理　さばのみそ煮

▲ p.54-55

▼ p.52-53 　調理の基礎技能

６段階の横の流
れで統一した調
理の手順例。
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人を覆う最も身近な環境…衣生活と自立
　人は，誕生してその生を終えるまで，その大部分を衣
服を着て生活しています。よりよい衣生活は，生活全体
の質の向上に欠かせないものです。新しい教科書では，
中学生自身が衣生活の向上について，自ら考え，工夫し，
実践できる力をつけるヒントとなる内容や実習例を豊富

に示しました。
　衣服の色，柄，デザイン，素材に関する図や記述は，
自分自身を表現することや，T.P.O. に合わせて衣服を選
択することについて議論するアクティブ・ラーニングの
きっかけを与えます。p.107 の図 1 では教科書 AR を使っ
てコーディネートをシミュレーションすることができま
す。
　また，自分自身の衣生活を振り返り，改善できるよう
に，衣服計画の内容もこれまで以上に分かりやすく展開
しました。日本の伝統文化としての和服についても，中
学生に目を向けさせる写真や資料を充実させています。
　技能については，写真や図をふんだんに用いた「基礎
技能」ページをまとめて掲載し，見れば直感的に分かる
紙面にするとともに，検索性を高め本文や実習例との関
連も強めました。

衣と住…人を取り巻く環境
　現行学習指導要領では衣生活と住生活が同じ内容Ｃと
して位置づけられています。衣生活と住生活を，人を取
り巻く「環境」として考えるためです。衣服は人に最も
近い環境であり，住まいはそれをさらに外側から取り巻
く環境です。内容 C では，人を中心として，人を取り
巻く環境を快適に整えることへの関心を高め，衣服と住
まいを関連付けて学習することが求められます。布を用
いた物の製作においては，衣生活と住生活の学習を踏ま
えて「生活をより豊かにする」ことを目指しています。

２編　私たちの衣生活と住生活

▼ p.100-101　私たちの衣生活と住生活

▼ p.107　自分らしい着方の工夫「衣服で変わる印象」

▼ p.112-113　衣服の計画的な活用方法を考えよう

教科書紙面にかざして浮かび
上がらせたコンテンツでさま
ざまな色柄や形を試せる。
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よう整えることで，気持ちよく住むことができます。
　新しい教科書では，中学生が住まいの主人公として，
家族との関わりや健康，安全など，あらゆる課題を解決
してよりよい住まい方を学べるように構成しました。住
生活の全体の学習の流れを見直すとともに，資料の充実
を図り，なかでも東日本大震災を受けて意識の高まって
いる防災・減災教育に関する内容の充実にも努めていま
す。
　中学生が住まいの主人公として，住まいについて学ぶ
ことが，日本の住環境をよりよくしていく近道にもなる
と考えます。　

ほしいと思います。
　新しい教科書では，ハーフパンツやバッグ，ファイル
カバー，防災リュックなどのほか，ポーチなどの簡単な
小物を取り上げ，幅広い難易度で実習題材例を充実させ，
製作意欲を高めます。物を作ることの大変さを知り，物
を活用する喜びを得て，物を大切にする気持ちを育んで
ほしいと願っています。豊かな生活とは，このように自
分や家族の心が満たされている生活だと考えています。

生活を豊かに…布を用いた物の製作
　衣生活と住生活の学習を受けて，身近な衣服の材料で
ある布を用いて，生活をより豊かにする物の製作に取り
組む内容を位置付けています。
　布は，私たちの生活の中でなくてはならない存在です。
布ほど丈夫でしなやかに体や物を覆えるものはありませ
ん。紀元前数千年前から現在に至るまで絶えることなく
使われてきた布のすばらしさを，製作を通して実感して

生命と生活を守る器…住生活と自立
　住まいは，人が人らしく生きるための器です。国連の
国際人権規約にあるように，誰もが人間らしく住まいに
住む権利があります。
　住まいは非常に高価なため，住まいを変えることは個
人の努力では限界があります。そのために食生活や衣生
活と違って，改善が難しいと考えられるかもしれません。
しかし，住まいを変えることは難しくても，住まい方を
変えることはすぐにできるのです。住む人が住まいのこ
とをよく知り，安全・安心かつ，健康で快適に暮らせる

▼ p.166-167　ウォールポケット，防災リュック

▼ p.128-129　住生活と自立の導入

▼ p.170-171　いろいろな小物を作ろう

ある地域を，鳥の目に
なって見た図。住生活を
学ぶにあたってのさまざ
まな課題が描かれている。
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ことのできる構成にしています。
　ここで大切にしたいことは，「どの家族もかけがえの
ないもの」ということです。このかけがえのない家族・
家庭をさらに価値のあるものにするために，自分以外の
他の家族員に配慮すること，家族員としての役割を主体
的に果たすことの自覚などが求められます。この「他に
配慮して行動する」ことは，空間軸を家庭から地域，社
会へと広げていくことを可能にし，「開かれた個」とな
ることがいっそう期待されます。この広がりから，幼児
の内容へと進む構成にしました。

自己発見と他者理解…幼児の生活と家族
　幼児の生活と家族の内容は，自分の幼い頃を思い出す
ことから始まり，幼児の発達・成長について知るうえで
欠かせない家族の存在，幼児と家族との関係に気づき，
ひいては現在の家族と自分との関係を考えられるように
位置づけています。
　学習の中でも，幼児との触れ合い体験は，中学生にとっ
て長く記憶に残る貴重な機会となります。
　幼児への関心を高め，関わり方を工夫できるように「施
設への訪問」「中学校への招待」「写真での観察」の３つ
の実習例を掲載しています。紙面を写真で展開し，幼児
との関わり方，幼児の生活の様子を具体的に捉えること
ができるようにしました。ほかにも，幼児の観察，おも
ちゃ作り，おやつ作りなどの多くの課題資料や実習例を
提示し，実践的・体験的な学習を通して，具体的に幼児
の生活や家族の役割などについて認識を深めていけるよ
うに工夫しています。

ストーリー性を持たせた内容構成
　現行学習指導要領において，少子高齢化や家庭の機能
が十分に果たされていないといった状況に対応し，「家
族・家庭に関する教育」と「幼児や子育て理解のための
教育」の充実がより一層求められました。中学校におけ
る内容 A「家族・家庭と子どもの成長」の学習では，単
に人間の生物的な成長を捉えるのではなく，生活を営む
上で基盤となる考え方や営みなどを家族・家庭を形成す
るものの一環として捉えることができるように配慮する
必要があります。
　28 年度用教科書では，学習を進める中で，人が心身
ともに成長し，家族・家庭の一員として役割を果たすこ
との意義や周囲の人との人間関係の大切さなどを理解し，
よりよい生活を主体的に工夫できる能力と態度を育てる
ことを目指して，ガイダンスを含む内容 A に関わる全
体の編構成にストーリー性を持たせるように編集しまし
た。まずは，①時間軸と空間軸の視点から新設したガイ
ダンスの家族の内容と関連を図り，中学生としての自立
について見つめます。そして，②幼児の学習でこれまで
の自分の成長や発達を自覚し，それを支えてくれた家族
や家庭，地域との関わりについて考えます。さらに，③
それらの学習を踏まえて，これからの自分と家族の関係
をよりよくする方法を具体的に考えていきます。

中学生としての自立への気づき
　家族や幼児の学習をするにあたり，まずは自己認識の
場となる内容を最初に設けました。家族や家庭，地域の
中における自分自身について振り返り，中学生としての
自立について考えます。家族の内容をテーマに取り上げ
たガイダンスページとも関連を図りながら授業を進める

３編　私たちの成長と家族・地域

▼ p.174-175　私たちの成長と家族・地域の導入ページ
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▼ p.176-177　家庭や家族の機能について考えよう



客観的に自分自身や
家族のことを見つめ
ることができる場面
でもあります。

一人一人がかけがえのない存在
　ガイダンスから始めるストーリーの中でも，特に重
視したポイントは「生徒のプライバシーへの配慮」で
す。多感な中学生の時期ですが，離婚や再婚，死別など
によって家族の形態が変化することは少なくありません。
家族の内容を学習することで，心の傷に触れてしまうこ
とのないように，プライバシーに関わる問題には深く踏
み込まないように配慮し，学習を通して，一人一人誰も
が，そしてその家族全てが，かけがえのない存在である
ことに気づくことができるようにしています。
　教科書の本文にもあるように，「家庭は，家族が健康
で心豊かに暮らすために，大きな役割を持っている。」
ということを感じ，自立と共生を目指して，楽しみなが
ら，より実り多き学習となることを願っています。

よりよい家族関係の構築
　中学生としての自立に気づき，他者理解を深める幼児
の学習を終えて，よりよい家族関係について考える学習
に進みます。
　家族の学習では，家族・家庭や地域の一員として，他
者とともに行動できる力の育成が期待されています。ま
た，身近な生活を視野に入れて，家族関係とともに自ら
の生活を主体的によりよくしていこうとする実践的な態
度の育成も目指されています。
　28 年度用教科書では，家族の内容においても，実践的・
体験的な学習活動を通して，問題解決的な学習が行われ
るように構成しました。漫画を用いて家族の気持ちを考
える導入の発問や，時間旅行をして相手の立場になって
考える実習例，モデル家族でロールプレイングする実習
例など，あらゆるアプローチで自らの家族関係に示唆を
与えるように工夫しています。そのようなアクティブ・
ラーニングにおいては，友達の意見を参考にしながら，

▼ p.208-209　写真での観察　幼児の生活を見てみよう

▼ p.204-205　施設への訪問　幼児の施設へ行ってみよう

▼ p.214-215　家族の漫画，相手の立場になって考える実習例
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▼ p.216　ロールプレイング



持続可能な社会を目指す生活スタイルの実現
　限りある資源を有効活用し，持続可能な社会を実現す
るために，消費者には生活スタイルの変革が求められて
います。教科書では，衣食住の学習の中でも，環境に配
慮した生活行動についての具体的記述を随所に設けてい
ます。４編の環境の内容では，ライフサイクルアセスメ
ントの視点から，消費者が，購入から廃棄までの流れの
各段階の中でどのような工夫ができるかを示し，持続可
能な社会を目指すライフスタイルの実現に向けて，学習
内容の総括と継続への意欲づけができるようになってい
ます。また，環境負荷をより低減するためには，購入の
段階における環境への配慮がより重要なことから，グ
リーンコンシューマーとして中学生自身がどのように行
動すればよいのか，実習例を設けて実践的に学習できる
ように工夫しています。ほかにも，循環型社会を目指す
取り組みに中学生が主体的に参画する契機となることを
願って，実習例の「環境アクションプラン」など，具体
例を用いて掲載しています。

一層充実させた他の学習内容との関連
　現行学習指導要領の中で，社会において主体的に生き
る消費者を育む視点から，消費のあり方及び資源や環境
に配慮した生活スタイルの確立を目指す指導の充実が図
られています。内容 D「身近な消費生活と環境」は，衣
食住など他の学習内容との関連を図って，実践的な学習
となるよう配慮することが求められました。新しい教科
書では，他の学習内容との関連を更に深め，生活実践へ
とつなげます。

消費者としての社会的責任の自覚
　消費者には，権利だけでなく自分の消費行動が社会に
与える影響を考えて，よりよい意思決定のできる能力が
求められています。教科書における消費生活の内容でも，
その意思決定のプロセスを大切にし，中学生が日常生活
において経験することの多い商品の購入や契約の場面に
おいて，どのような観点から検討すればよいか具体例を
用いて示しています。意思決定のプロセスは食生活や衣
生活の中でも示し，積み重ねにより，主体的に判断し，
決定，実行することのできる消費者となり，よりよい消
費生活が実現できるよう工夫しました。

４編　私たちの消費生活と環境

▼ p.230-231　意思決定のプロセス

p.245 ▶
循環型社会を推進する

ための消費者の行動

p.247　環境アクションプラン▶

教室の窓20



授業実践を深めるために
　その中で，改善を図った点は以下の通りです。
　まず，重視している計画，実践，評価，改善という一
連の学習活動を，ガイダンスで示した問題解決的な学習
の流れと統一して示し，より生活実践へとつなげること
ができるように工夫しました。また，自分なりの課題
を見つけるために，「課題の決め方」を新設しています。
そうすることで，自分の生活をよりよくしようとする態
度の育成をよりいっそう確かなものにします。そして，
それぞれの実践例をまとめや発表の仕方で具体的に示し，
言語活動を促します。
　生活の課題と実践は，思考力・判断力・表現力を高め
るアクティブ・ラーニングのよい機会となります。新し
い教科書が，授業実践を深める一助となれば幸いです。

学習したことを生活に生かす問題解決型学習
　生活の課題と実践は，学習した知識・技術などを活用
し，これからの生活を展望する能力と実践的な態度を育
む視点から，家族・家庭や衣食住などの内容から選択し
て履修させるものとして現行学習指導要領において新設
されたものです。
　授業時数の少ない中，家庭分野の学習の目的の１つで
もある「学習したことを生活に生かす」礎となる内容と
して重視し，28 年度用教科書でも取り組みやすくなる
よう更なる改善を図りました。主軸である位置づけは現
行の教科書を継続し，生徒が興味・関心等に応じて衣食
住や家族・地域に関する課題を設定できるよう全ての学
習内容の最後に生活の課題と実践を設け，主体的に実習
や調査等の学習活動が取り組めるようにするべく「まと
めと発表の仕方」を分かりやすく解説しています。

選択　生活の課題と実践

▼ p.252-253　生活の課題と実践の進め方 ▼ p.254-255　課題の決め方，まとめと発表の仕方

▼ p.256　レポートの例
▼ p.257
プレゼンテーションソフトの例 ▼ p.259　ポスターの例 ▼ p.261　新聞の例
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各編のイメージカラーを合わせています。



1 はじめに　

　学習指導要領には「米飯やみそ汁」を「我が国の伝統
的な日常食」と位置付けています。５年生から始まる家
庭科の学習において「ごはんを炊くこと」「みそ汁を作
ること」は子どもたちにとっても楽しみな活動の一つで
す。ほとんどの子どもが毎日食べているごはんやみそ汁
であるからこそ，家庭科の学習を通して，より実感を伴っ
た理解につなげていきたいと考えました。
　そのためにも，単に「作って食べて終わり」は避けた
いと考えました。そこで，ごはんであればお米を作って
いる人，みそ汁であればみそを作っている人に焦点を当
て，「食品の生産者」という新たな視点を与えていきた
いと考え，みその作り手をゲストティーチャーとして招
くことにしました。そして，子どもが直接食材に触れ，
自ら調理することにより，食への関心を高めることをね
らい，実践を行いました。

2 総合的な学習の時間と関連させた指導計画

（１）題材の展開について
　本題材は，毎日の食事や栄養素について常に自分の生
活と学習とを関連させながら学習を進めていくことが重
要です。加えて，食材に着目させた実感を伴った理解に
つなげていくためにも，総合的な学習の時間と関連させ
た題材を設定しました。まず，題材の始めに日本の伝統
的な食事である「ごはんとみそ汁」について考える時間
を設定しました。ここでは，伝統的な日本の食事を見つ
め，実際にゲストティーチャーを招いてみそを作る活
動を実施しました（7 月に総合的な学習の時間で実施）。
夏休みをみその熟成期間として，9 月以降，家庭科に引
き継ぎました。
　本校家庭科は【見つめる】【深める】【広める】の 3 段
階で学習を進めています。【見つめる】段階では，自分
の食生活を見つめさせるために食事の振り返りを行い
ました。【深める】段階では，ごはんとみそ汁について，
その栄養的な特徴や調理の仕方について学習していきま
した。【広める】段階では，五大栄養素やその体内での
はたらきについて学習し，併せて自分の食生活を振り返
らせていったことで，食品をバランスよく組み合わせて
とろうとする意欲をもたせていきました（家庭科の学習
で実施）。

3 授業の実際

（１）みそ作り（本時 2, 3/18 時間）
　宮城県味噌醤油工業協同組合から高橋清さんをお招き
し，みそ作りを行いました。以下に，授業の様子を紹介
します。

（２）題材の指導計画（18 時間）
【総合的な学習の時間】
○日本食について考えよう（３時間）
・日本食にはどんな特徴があるか。（１）
・みそを作ってみよう。（２）
【家庭科】
〈見つめる〉（１時間）
○どんな食品を食べているだろう
・自分の食生活について振り返る。（１）
【家庭科】
〈深める〉（11 時間）
○ごはんをたいてみよう
・おいしいごはんについて考える。（１）
・おいしいごはんにするポイントを考える。（１）
・ごはんをたいてみる。（２）
○みそ汁を作ってみよう
・おいしいみそ汁について考える。（１）
・おいしいみそ汁にするポイントを考える。（１）
・みそ汁を作ってみる。（２）
○ごはんとみそ汁を作ろう
・調理計画を立てる。（１）
・ごはんとみそ汁を作る。（２）
【家庭科】
〈広める〉（３時間）
○五大栄養素のはたらきと食品のグループ
・栄養素のはたらきについて調べる。（１）
○バランスのよい食事をしよう
・どんな食べ方をすればよいか考える。（１）
・これからの食生活を考える。（１）

高橋さんによる
「みそができる仕組み」
「地域によるみその違い」
についてのお話。

実際に全国のみそを食べ
比べてみる。

「みそのテイスティング」

22 教室の窓　小学校 家庭科

村上　和司宮城教育大学附属小学校

〜第５学年　「元気な毎日と食べ物」みそしる作りの実践から〜

「食品の生産者」という新たな視点を与える題材構成の工夫

（　）内は配当時間



と考え，Ｔ２のように投げ掛けました。すると以下の姿
が見られました。

　ここでは，まず，みそ汁作りのポイントとして学習し
た「実」について，Ｃ４〜７のように切り方や味を観点
として話し合う姿が見られました。加えて，Ｃ８のよう
に使用したみそに着目した発言も見られました。実際に
みそを作った経験から，「みその大豆」に着目したもの
と考えます。授業の最後には，分かったことや気付いた
ことについて学習感想を書かせました。

　「分かったこと」を観点に，実践とその後の振り返り
から学習感想を書かせました。Ｃ 10 のように本時のみ
そ汁作りのポイントの多さに対する驚きや，初めてみそ
汁を作ったことに対する喜びを感じている姿や，Ｃ 11
のように「みそ」に着目しながら，またおいしく作りた
いという実践意欲の高まりが見られました。

4　終わりに

　今回の実践では，使用する食材を実際に作る経験をさ
せることで，その食材に着目したり作り手の思いを感じ
たりすることができたと感じます。
　これまでは食材があって当たり前であり，それを使用
してどのように調理するかに主眼が置かれていました。
しかし，題材構成を工夫し，その食材の作り手という視
点を加えるだけで，子どもの食材に対する思いや振り返
りの視点に変容が見られることが明らかとなりました。
　

　大豆や水などの分量を量り，それらを手作業で混ぜて
いきました。初めは楽しそうに笑顔で取り組む子どもが
多かったのですが，次第に混ぜる作業の大変さを実感す
るようになりました。
　「現在は機械で混ぜることが多いですが，以前はすべ
て手作業で行っていました。」という高橋さんのお話に，
驚きと感嘆の声が出ました。昔から日本食に欠かすこと
のできない「みそ」について，実際に作ってみることで，

「作り手の思い」という新たな視点をもち，今後のみそ
汁作りへの意欲を高めることができました。

（２）みそ汁作り（本時 12/18 時間）
　前時までに子どもたちは，みそ汁作りのポイントとし
て「みそ」「実」「だし」について学習してきました。そ
れらを生かして，本時で実際にみそ汁を作り，振り返り
を行いました。以下に，授業の様子を紹介します。

　まず各グループで作ったみそ汁を振り返らせるために，
どんな点からおいしいみそ汁と感じるのかとＴ１のよう
に発問しました。すると，Ｃ１〜３のように，「味」「香
り」「食感」という 3 つの観点が挙げられました。そして，
それ以外の点も話し合いから見つけられるのではないか

本時の振り返り
Ｔ３：

Ｃ 10：

Ｃ 11：

今日の授業で，みそ汁の作り方のポイントで分かったこ
とや気付いたことをノートに書きましょう。
みそ汁にはこんなに作るポイントがあったのかとびっく
りしました。そして，初めてみそ汁を作ってみて，だし
もうまくとれて実の食感もよかったのでうれしかったで
す。
始めは，おいしくできるのかなと不安だったけど，みん
なで協力して，みその味や香りを確認しながら行ったら，
すごくおいしいみそ汁ができてうれしかった。次はもっ
とおいしく作りたいです。

グループでの話合い【抽出　Ａグループ】
Ｃ４：
Ｃ５：
Ｃ６：
Ｃ７：
Ｃ８：
Ｃ９：

ねぎのみじん切りが良かったね。
どうしてそう思ったの。
ねぎのエキスが出て風味が出たから。
こんにゃくのみじん切りとわかめの食感も良かった。
みその大豆をあえて入れたのは良かったと思う。
見た目も大切だよね。

学習内容と子どもの様子
みそ汁の試食を振り返る活動
Ｔ１：

Ｃ１：
Ｃ２：
Ｃ３：

Ｔ２：

試食していたときに「おいしい」という声が上がりまし
たが，おいしいと感じた理由は何ですか。
味が良かったからです。
それ以外に香りもあると思います。
私は，じゃがいもが「がりがり」していなかったからお
いしいと思いました。
それは，食感が良かったということですね。では，「味」「香
り」「食感」から自分たちの作ったみそ汁がどうだったの
かを振り返りましょう。それ以外の理由もあれば書き加
えていきましょう。

「さあ，実際にみそを作ってみましょう。」
分量を量って樽に入れる。

手作業で混ぜる。

大豆の形がなくなるまでしっかりつぶす。

きれいに詰めて，寝かせる。

23特集 2：小学校 家庭科，中学校 技術・家庭科におけるキャリア教育的な内容



1 はじめに　

　キャリア教育が提唱される中，平成 18 年 12 月に改正
された教育基本法第二条第二号では「個人の価値を尊重
して，その能力を伸ばし，創造性を培い，自主及び自立
の精神を養うとともに，職業及び生活との関連を重視し，
勤労を重んじる態度を養うこと」が規定された。その後
の学校教育法改正及び学習指導要領改訂の中でもキャリ
ア教育の必要性が随所で盛り込まれるようになった。
　こうした中で，各学校においては職業体験学習をはじ
め，外部講師招聘による授業や地域の特色を生かした勤
労体験活動などの様々な取り組みが発達段階に応じて
キャリア教育として推進され，その成果が見られるよう
になっている。一方，中央教育審議会「今後の学校にお
けるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）
平成 23 年 1 月 31 日」において，キャリア教育とは「一
人一人の社会的・職業的自立に向け，必要な基盤となる
能力や態度を育てることを通して，キャリア発達を促す
教育」との定義が出され，各学校における取り組みの方
針がいっそう明確になり，各発達段階でキャリア教育を
推進することがより重要になったと考える。ところで，
実践的・体験的な学習を特徴とする中学校技術・家庭科
はこうしたキャリア教育の定義やねらいを推進するうえ
で，教科として重要な役割を果たすものであり，学習指
導要領の本教科の活動内容の中にある「工夫・創造の喜
びを体験する中で，勤労観や職業観，協調する態度を身
に付ける（技術分野）」「幼児と触れ合う活動などを通し
て，自分の成長を振り返り，自分と家族や家庭生活との
かかわりについて考える。（家庭分野）」などはまさに
キャリア教育が目指すそのものであり，その他の各領域
内容においても関連を持つものも多く見られる。ところ
で，本教科はかっての授業時数からは激減しており，子
どもたちのものづくりへの興味・関心，意欲などが高ま
り，学習の核となる「ものづくりの時間」が十分に確保
できないのが現状であり，このことが子どもたちの社会
的・職業的自立や能力・態度に影響があるのではないか
との考えもある。そこで，こうした教育を推進していく
には学校，家庭及び地域が連携し，同じ目標の達成に向
かって取り組む協働体制づくりが必要であり，企業・社
会教育施設にはその役割が大いに期待されていると考え
る。そういった中，平成 25 年 1 月に兵庫県姫路市に「将

来の進路を考える上で重要な時期となる中学生に対し，
ものづくりへの関心を高めるとともに，職業としてのも
のづくりの魅力・奥深さを伝えるため，本格的なものづ
くり体験の場」として兵庫県立ものづくり大学校「もの
づくり体験館」がオープンした。筆者は「ものづくり体
験館」設立に際し、兵庫県中学校技術・家庭科研究会会
長として、県下中学校へのＰＲ活動の助言を行うととも
に、その後も体験館で指導者として務めていただく企業
の OB（匠）の方々に中学生のものづくり学習の現状や
技術・家庭科の指導内容との関連及び体験館で各指導者
が取り扱う教材（体験プログラム）の内容等を検討する
研修会の講師として参加させていただいた。以下，この

「ものづくり体験館」での体験学習内容やその実践事例
等を紹介して，本テーマの一考としたい。

2 「ものづくり体験館」での体験学習について

（1）ものづくり体験学習の主な内容
　館内は１階の展示スペース，２階の多目的スペース，
３階「金属加工室（３室）」，４階「木工室（２室）」「被
服室」５階「調理室」「予備工作室」があり，以下のよ
うな体験学習ができる。
①展示室スペースでの学習（驚く・感動する・考える）

　ここでは展示物を見たり，触れたりしてものづくり
の過程　やそこに生かされている技を学習する。展示
物は家づくりのプロセスが分かる「匠の家」，「衣」「食」
をテーマとした高度な作品，身近にある世界的なもの
づくり，ひょうごのものづくり製品・地場産業製品等
がある。

②体験工作室での学習（創る・作る・造る）
　　「ひょうごの匠」や企業 OB 等の実演や映像により

道具の使い方を学び，自らがやってみて，ものづくり
の楽しさや奥深さを体験する。体験プログラムは「木
工」「金工」 「電工」｢衣」「食」「匠」に関する約 55 種
類のメニューがあり，人々の生活を支える「伝統的技
能（匠の技）」の体験やひょうごの産業を支える「製
造系　技能（熟練の技）」等の体験ができる。

③多目的スペースでの評価・発表（ほめる・自慢する）
　　作品の寸法，精度，性能等を測定・実験したり，子

どもたちが製作した作品についてお互いが評価し合い，
発表したりたりするスペースで，ものづくりへの向上
心や自らが取り組んだものづくり体験への達成度や満
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足感を高める学習ができる。
（2）中学生による体験学習とタイムスケジュール
　「ものづくり体験館」では学年単位での利用が原則で
あるが生徒数により学校単位でも可能であり，平日に１
校のみの体験学習を行う。年間 100 校の実施予定。
　平成 26 年度に県内のある中学校 ( ２年生 220 名）が
実施した体験学習の主な内容等は以下の通りである。
① 体験学習のようす
○オリエンテーション・展示学習・開会式
　　バスで会場に到着後，２階オリエンテーションルー

ムに集合し，体験館担当者からの説明を受けた後，1 
階展示室に移動。ここでは熟練の技から最先端の技術
まで，展示品に秘められたプロの技能・技術を見学。
その後，教室棟２階の講堂に移動し，開会式を行う。

○体験学習（p.24 タイトル横の写真参照）
　　様々なプログラムメニューの中から子どもたちの希

望により「木工テープカッター」「金工キャンドルスタ
ンド」「ミニバケツ」「シルバーリング」「錫の鋳物オブ
ジェ」「銅板アート」「ラジオ」「座布団」「ハーフパンツ」

「革のパスケース」等の作品づくりのグループに分かれ，
各作業室へ移動。班毎（４〜５人）に「企業 OB」な
どの熟練技能者が１人，指導者として配置され，製作
手順の説明を受けた後，指導の下，製作プログラムに
従い，約３時間をかけて製作体験学習を行う。→昼食

○評価・発表及び閉会式
　　教室棟の講堂に移動後，自分の作品について，苦労

したことや工夫したこと学んだことなどの発表したり，
お互いの作品の評価をし合う。→閉会式→バス乗車→
学校へ

②「錫の鋳物オブジェ」グループのタイムスケジュール

（3）大学生による体験学習
　平成 25 年 11 月に本学の中学校技術科教員免許状取得
を目指す学生（３年生：８名）が「ものづくり体験館」
で「ミニバケツ」づくりを体験した様子を以下に紹介する。
○午後１時過ぎに本館に到着後，３階の金属加工室で講

師から，接着剤や溶接なしで薄板を接合する「ハゼ組
み」技法による「ミニバケツ」の製作の作業手順・作
業の留意点の説明を受けた後，作業開始。作業内容

は「けがき→切断→縁巻き→円筒曲げ→ハゼ組の組み
付け→本体と底板の組み付け→取っ手の取り付け→完
成」で約３時間で作品が完成した後，講師から板金加
工技能が生活製品や自動車，新幹線などにも利用され
ている話を聞き，感動する。片付けをし，感想文を提
出した後，１階展示室を見学後，解散。

（4）まとめ
　「ものづくり体験館」でのものづくり学習の特徴は，
兵庫県下で優れた技能者の中でも特に技能の伝承と後継
者の育成に熱意をもつ者として認定された方（ひょうご
の匠）や「企業 OB」などの熟練技能者，ホテルのシェ
フなどプロ職人の指導を直接受けながら，約３時間をか
けての体験学習が行われることにある。また，教材とな
る「作品づくり」は子どもたちの発達段階に応じたもの
が数多く開発されており，興味・関心が高めることがで
き，設計図，材料，工具及び機器等が周到に準備され，
安全対策も万全である。また，指導者が班毎に配置され
るとともに「目を合わせること」「認めること」「考えさ
せること」「ほめること」「完成させること」「楽しむこと」
などの指導ポイントを設定するなどのきめ細やかな指導
方針は技術・家庭科教員にとっても参考になるものと思
われる。何よりも，プロ職人などの指導を直接受けなが
ら「ものづくり」の楽しさや奥深さを体験した子どもた
ちにとって，将来，職業を選択する際の貴重な財産とな
り，その経験が職業選択の幅を広げる可能性があるなど，
キャリア教育を推進する上でも有意義なものになると考
えられる。また，「ものづくり体験館」での展示物・学
習内容は技術・家庭科教育のねらいや内容に示されてい
るものとの関連がかなり深いうえ，プロ職人の指導によ
る巧緻性の形成が期待できるとともに技術を評価・活用
する能力と態度を育むことができるなど，本教科の目標
にせまるために参考となるものが多く含まれ，学校での
指導にも大いに役立つものと思われる。

3 終わりに

　「ものづくり体験館」で体験した中学生は平成 25 年度
103 校（12,305 人），平成 26 年 12 月末現在で 74 校（8,697
人）である。さらに，技術・家庭科教員の実技研修会と
しても利用され，教員の資質向上にも貢献している施設
である。今後とも，校外学習の一環として，多くの子ど
もたちがここで学び，「生きる力」を育んで欲しいもの
と考える。
参考文献
・文部科学省『中学校学習指導要領解説　技術・家庭科編』
  （平成 20 年９月）
・文部科学省『小学校キャリア教育の手引き（改訂版）』　 
（平成 23 年５月）

・兵庫県立ものづくり大学校編集 施設紹介リーフレット
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時　刻 項目・内容等
到着後 〜 10:10 オリエンテーション→展示学習
10:10 〜 10:25 開会式→各作業室へ
10:30 〜 10:45 挨拶・講師紹介，鋳造・安全について
10:45 〜 11:45 体

験
学
習

第一工程体験
11:45 〜 12:15 第二工程体験
12:15 〜 13:00 鋳込み→完成
13:00 〜 13:10 片付け・清掃
13:20 〜 13:20 まとめ・感想
13:20 〜 13:45 昼食
13:45 〜 14:20 評価・発表等→閉会式



1 はじめに

　中学校技術・家庭科教育における学習指導要領の目標
は，「生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技術の習
得を通して，生活と技術とのかかわりについて理解を深
め，進んで生活を工夫し創造する能力と実践的な態度を
育てる」とされています。この目標の「進んで生活を工
夫し創造する能力」と「実践的な態度を育てる」ために
は，生徒たちの「知っている」（知識）を「できた」（生
かす力）にし，興味や関心を深めることが大切であると
考えます。そこで，生徒たちの「できた」という経験を
多くさせるために，産業界で活躍する技術者を授業に招
き，産業界の設計疑似体験を通して知識を活用するため
の授業を実践しました。
　また，学校で推進しているキャリア教育にもつなげ，
生徒たちの自分らしい生き方を実現するための力を育む
ことができる教育活動を進めてきましたので紹介させて
いただきます。

2 地域産業と学校の連携を始めた理由

　ものづくりを通して，子どもたちの興味や関心を高
め，さらには課題を解決するための思考力や判断力を育
むことは本教科の使命です。そのためには，作品の設計
段階における学習過程が重要であると考えます。自分の
様々な構想をかたちにしていくためのプロセスを踏む中
で，地域産業の技術者（以下，ゲストティーチャーとす
る）からアドバイスをもらいながら，「自分にもできた」
という実感を持たせるための一つの手立てとして連携を
始めました。
　本校の地域には，大手鉄鋼メーカーの新日鐵住金株式
会社君津製鉄所（以下，君津製鉄所という）があり，鉄
鋼製品の製造だけでなく，環境，エネルギーなど幅広い
分野において研究・開発を行っている地元の基幹産業で
す。生徒たちにとって，身近な君津製鉄所と関わる中で，
自分の将来の夢について考えさせることにより，キャリ
ア教育にもつなげられ，未来の日本の産業界を担う人材
を育てられると考えています。

3 ゲストティーチャーと学校の関わり方

　ゲストティーチャーは授業の補助的な立場として参加
していただくことが前提です。教師が基礎・基本の学習

をしっかりとおさえたうえで，ゲストティーチャーに，
発展的な内容や疑似体験（設計）を通して，生徒の柔軟
な思考力・判断力が育まれるように関わってもらってい
ます。また，ゲストティーチャーとは授業への協力とし
て，題材やカリキュラムの共同研究も行いました。教育
現場と産業界のノウハウを融合させ，より効果的な授業
を研究することが大切であると考えます。授業で使用す
る教具や題材では，君津製鉄所から多くのご協力をいた
だき，研究を進めています。

4 授業の実際　「D. 情報に関する技術」

〈３年次実施「計測・制御」〉
（1）計測・制御に関する基礎・基本学習（５時間）
　計測・制御の導入として，以下の学習内容で実施しま
した。
　・生活の中にある制御（0.5 時間）
　・計測制御システムとは？（0.5 時間）
　・知る部分を調べよう（1 時間）
　・判断処理する部分を調べよう（1 時間）
　・行動する部分を調べよう（1 時間）
　・処理の手順とプログラム（1 時間）

（2）君津製鉄所工場見学（1 時間）
　君津製鉄所の「工場内
の計測・制御システムを
知ろう」という学習目標
で工場見学を行いました。
実際の工場や機械を見る
ことで，より学習意欲が
高められると考え，実施
しました。
　　　　　

（3）ゲストティーチャーからの課題提示（１時間）
　工場見学の後，ゲ
ストティーチャーと
共同で検討してきた
中学生にも理解でき
るレベルに設定した
工場内の計測・制御
システムに関する内
容について指導して
いただきました。 課題を見いだす場面

君津製鉄所高炉

教室の窓　中学校 技術・家庭科　技術分野26

〜地域の産業と学校が一体となった教育活動の実践〜

中学校技術・家庭科（技術分野）におけるキャリア教育



（4）ゲストティーチャーを招いた授業（１時間）
　工場見学の後，ゲストティーチャーを授業に招き，
製鉄所で研究している計測・制御に関する内容を中学生
にも疑似体験させました。工場見学を行っていたため，
生徒たちにも理解しやすく，授業では活発な意見が飛び
交っただけでなく，生徒たちなりの発想から，改善につ
いての意見等も活発に出されました。

（5）模型を使った計測・制御実習（5 時間）
　模型を使った計測・制御実習では，2 〜 3 人程度のグ
ループをつくり，教師側が示した課題を解決するための
プログラムをつくり，試行を繰り返しながら取り組みま
した。生徒たちは，少人数作業班においての意見交換や
課題解決に向けた作業プロセスに慣れているため，進ん
で課題を見つけたり，解決しようと話し合う場面が多く
見られました。

（6）情報に関する技術とわたしたち（2 時間）
　授業のまとめでは，自分たちの生活と情報技術やこ
れからの社会に必要な計測制御技術等について考え，
技術の適切な評価と活用方法について考えました。
　・社会と環境の関わり（1 時間）
　・情報社会を生きるために（1 時間）

5 授業実践の検証

　　地域の産業と学校が一体になった授業実践が，どの
ような成果が出たか授業前と後でアンケートを行い，検
証をしました。アンケートは授業前と後で比較しやすい
よう，同じ内容で質問しました。

〈検証結果〉（N= ９６）

〈検証結果の考察〉
　授業の実践についての検証を行ったところ，各質問項
目の数値は事前アンケートに比べて，事後アンケートの
方が上がっていました。専門知識を持つ地域の産業と学
校が一体となって，授業題材や内容の研究及びゲスト
ティーチャーによる授業を実施した成果だと考えます。
　しかし，授業でグループ学習をする際，子どもの思考
力や判断力，関心の差があるため，課題を解決した際の
達成感にも差が出てしまっているのが現状です。今後，
取り組んでいく中で生徒の能力に合わせた段階的な学習
活動等の研究を進めていきたいと思います。

6 おわりに

　今回，地域の産業と学校が連携して関わっていく中で，
学校の中では見えない，地域産業の努力や企業内の社員
教育活動から学ぶことも多くありました。また，本校で
は，「D. 情報に関する技術」以外にも，「C. 生物育成に
関する技術」でも地元農家や JA（農協）と連携しなが
ら授業を展開しています。そこでも，ゲストティーチャー
と学校の関わり方に留意しながら取り組んでいます。ゲ
ストティーチャーに授業を委ねるのではなく，地域の力
を学校の教育に生かしていくことが，今日の教育には重
要であると考えています。

言えない
77%

言える
23%

言え
ない
19%

言える
81%

ない
58%

ある
42%

ない
73%

ある
27%

ない
32%

ある
68%

ない
19%

ある
81%

事前 事後

事後

事後

事前

事前

質問①：身の回りで計測・制御されている製品を６個以
上言えますか？

質問②：自分にも「できた」という実感を味わった経験
はありますか？　

質問③：自分の将来について考えたことはありますか？
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事前 事後

事後

事後

事前

事前

質問①：身の回りで計測・制御されている製品を６個以
上言えますか？

質問②：自分にも「できた」という実感を味わった経験
はありますか？　

質問③：自分の将来について考えたことはありますか？

▲ゲストティーチャーによる説明

▲意見交換の場面
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1 はじめに

　「未来のパパママ応援事業」この取り組みは市の事業
ですが，乳幼児との触れ合いを通して，赤ちゃんの可愛
いさや命の不思議さを実感させ，命の尊さ，自分自身や
他者への愛着の感情を深めさせることを目指します。ま
た自分自身を振り返るとともに，親への感謝の気持ちな
ど親子関係を見直す機会を設定し，近い将来，自分が結
婚し親になることに対して肯定的に感じることができる
よう促す活動です。

2 全体計画との関連

　本校のキャリア教育は，学校の教育目標を受け，まず
自分を知り，そしてどのような未来を拓きたいかという
夢を持ち，それに向かって努力する生徒の育成を目指し，
各教科・領域等で様々な活動を展開しています。
　本取り組みは技術・家庭科の「家族・家庭と子どもの
成長」，保健体育の感染症，学級活動での性教育等を総
合的な学習とリンクさせ，ほぼ同時期に横断的に取り
扱い，将来，それぞれが幸せな「家庭・家族」観を持
ち，そのためにどのように生きていくかを真剣に考える
きっかけとなることもねらいとしています。これは，「仕
事に就く」「家庭を持つ」「家族を養う」という生き方そ
のものを見つめさせたい，という思いからです。また将
来仕事をするエネルギーは，やはり幸せな家族・家庭に
より，心の状態が安定している場合に大きくなると考え，
キャリア教育として取り組んでいます。

3 指導のねらい

　乳幼児との触れ合いを通して
①命の不思議さ，尊さを実感させる。
②自己理解や他者理解を深める。
③コミュニケーション能力を養う。
　以上３点をねらいとしています。

4 指導計画・活動内容

回 内容 日程 場所・
学習形態 講師など

２
次

いのちの授業
生命が宿る様子や胎
児の成長など，命の
神秘性，大切さを知
る。また望まない妊
娠や性感染症などに
ついても知る。

6 月 22 日
（金）
5.6 校時
講義・感想

本校体育館
学年全体で
実施
教室で感想

ウイメンズ
クリニック
助産師
演題

「いのちのは
じまり，い
のちのつな
がり」

３
次

赤ちゃん講座
妊娠体験や赤ちゃん
の世話の仕方を実習
形式で学習する。
新生児訪問

（産科見学 / 産後の
母子）

7 月 10 日
（火）
7 月 11 日

（水）
7 月 12 日

（木）
5.6 校時
講義・見学・
体験・感想

産婦人科病
院
※バス移動
※クラス単位
※教室で感想

助産師

４
次

赤ちゃんふれあい体
験（乳児と母）
赤ちゃんを抱いたり，
あやしたり，子育て
中のお母さんに話を
聞いたりして，赤
ちゃんのかわいらし
さ，育児の楽しさ大
変さを体験する。
親から自身の赤ちゃ
んの頃の様子を聞き，
大切に育てられたこ
とを知る。

9 月 18 日
（火）
9 月 19 日

（水）
9 月 20 日

（木）
3.4 校時
体験・感想

あいぱーく
光

（健診ホー
ル）
※バス移動
※クラス単
位
※教室に戻
り感想

保健師
母子推進委
員
母親クラブ
子育てボラ
ンティア
子育て家庭

（親子）

５
次

園児との交流（幼児）
園児との交流を通し
て，コミュニケー
ションの取り方や表

11 月 28 日
（水）
29 日（木）
30 日（金）

保育園
※徒歩移動
※クラス単
位

保育士
回 内容 日程 場所・

学習形態 講師等

１
次

オリエンテーション
事前アンケート

6 月 11 日
（火）
6 校時

本校体育館
学年全体で
実施

本校家庭科
教諭
市子ども家
庭課

28 教室の窓　中学校 技術・家庭科　家庭分野

乳幼児との触れ合いから未来設計を
〜自己理解・コミュニケーション能力育成を目指して〜



《留意点》
・毎回振り返りができるように，アンケートや感想文を

書かせる。
・文書で保護者へ授業の趣旨等を説明し，子どもが生ま

れたときの想いなど，子どもへのメッセージを寄せて
いただく。

( 生徒には知らせず，７次の最後に渡す )。
※ 全体に数例紹介するため，匿名で手紙の内容を紹介し

てよいかも確認する。
・学習プリントや資料，感想等をファイルに綴じさせ，

体験時の写真を添付して，振り返りや思い出が残るよ
うにする。

・事前・事後アンケー卜のほか，評価，まとめについては，
個人情報保護の観点から，関係機関と協議のうえ，冊
子にまとめる。

・文化祭に展示・体験コーナーを設ける。
・生徒がこのような体験活動を行うことに関して，保護

者へのアンケー卜を実施する。

5 考察・課題

　生徒は，命の尊さを実感し，自分を大切に思う気持ち
や人への思いやりの心，また家族へ感謝の気持ちを育み，
近い将来，自らが結婚し親になるまでの過程を肯定的に
感じたようです。新聞にまとめたり，文化祭で体験報告
をしたりするなど，まとめ作業も大変充実したものにな
りました。

　体験場面では，生徒たちは，優しい言葉遣いで自分の
気持ちを伝えたり，乳幼児たちの気持ちを理解したりす
ることの難しさを肌で感じることができたようです。
　この体験により，親への感謝の心が大きくなるととも
に，将来の自分の責任についても考える良い機会となり
ました。
　今回，市の事業への参加という形態であったため，人
材や施設，場所等の手続きがスムースに進み，様々な実
習を行うことができました。

《生徒の感想》
　9 月『赤ちゃん触れ合い体験』感想文より抜粋
　私は小さい子が苦手で，初めは不安でした。でも，お
母さんやボランティアの方が見本を見せてくれたので，
とても参考になったし，やりやすかったです。赤ちゃん
は意外に重く，寝てしまうと，もっと重くなることが分
かりました。

　寝ている赤ちゃんを抱っこしているとき，急にビクッ
と動きました。何故かとても感動しました。赤ちゃんは，
寝ているとき以外は四六時中注意して見守ってあげない
といけない存在です。僕もこうだったのかなと思うと，
親の大変さが少し分かった気がしました。
　
11 月『園児との交流』感想文より抜粋
　低い声で速く話しかけると，幼児は怖がってしまうの
で，高い声でゆっくりと，そして幼児との目線を同じ高
さにして話すように心がけました。こちらから手をつな
いだり，抱っこしてあげたりすると，とても喜んで安心
した様子で接してくれました。
　
　私は年少の部屋に入れてもらいました。読み聞かせの
とき，「うさぎ組さーん」と全体に声かけをすると全員
がすぐ注目しました。みんなが聞く姿勢をこちらに向け
たので，小さな幼児でもちゃんと呼びかけに反応するの
だなぁと感心しました。

6 終わりに

　今回，市の事業との関連という機会を得たおかげで，
子どもたちの学習が深まり大変有意義な学習ができまし
た。また，体験の与える影響の大きさを改めて痛感しま
した。そこで，このような機会がない場合でも，学校と
して，今ある環境の中で，どのように工夫すれば子ども
たちの学びを深めることができるかを全教員で見直す必
要があると感じています。

回 内容 日程 場所・
学習形態 講師など

５
次

現力を身につけ，子
育ての楽しさや大変
さを体験する。

2.3 校時
講義・体験
感想

※教室で感
想

６
次

まとめと発表
これまでの学びを新
聞形式でまとめ，体
験の内容を全校生徒
等に紹介。

10 月 28 日
（日）
文化祭開催
日の
２０分間

本校体育館
学年全体で
実施
教室前廊下
展示

（体験内容や
写真をスラ
イドで紹介）

本校家庭科
教諭

７
次

体験ふりかえり
事後アンケート

12 月 3 日
（月）
6 校時

本校体育館
学年全体で
実施

本校家庭科
教諭
市子ども家
庭課
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1 はじめに

　子どもたちは今，様々な生活・社会体験の不足から，
職業観・勤労観の基盤の形成や社会性（対人関係能力・
社会に適応していく資質・能力など）の形成に課題があ
ると言われており＊ 1，このことを背景として学校の教育
活動全体を通じ，児童生徒の発達段階に応じた組織的・
系統的なキャリア教育の推進が求められており＊ 2 本校
でも地域探究学習，職業体験学習，福祉体験学習などの
実践的学習によるキャリア教育の充実を図っています。
　一方，各教科等との関連を考えたとき，実践的・体験
的学習を通して学ぶことのできる技術・家庭科は，キャ
リア教育と密接な関係にあると言えます。中学３年生の

『私たちの成長と家族・地域』の授業実践から，キャリ
ア教育との関わりについて考えたいと思います。

2 題材について

　『私たちの成長と家族・地域』の学習では，保育園を
訪問し手作りおもちゃを用いての触れ合い活動を行うこ
とで幼児への理解を深めることをねらいとしています。
　精神的自立の時期を迎えていることに加え，進路への
不安や人間関係の悩みを抱えることが多い中学３年生の
生徒たちにとって，この学習は大きな意味を持ちます。
これまで自分を支えてくれた周囲の人々や同年代の仲間
ではなく，自分たちの訪問を素直に喜び楽しみに待って
いてくれる園児が相手となれば，一生懸命にならざるを
得ません。「幼児に合ったおもちゃを製作したい」「喜ん
でもらいたい」という願いを持って学習活動に取り組む
ことができます。「支えてもらう自分」から，「人のため
に何ができるか」を考え「相手に喜ばれる新しい自分」
に出会い，更に「人を支える自分の役割」に気付くこと
ができる題材であると考えました。
　また，本校では『学び合い』を大切にした授業作りを
行っており，本題材ではおもちゃ製作の計画場面で生徒
同士がともに考え合う学習形態を取り入れました。

3 指導の実際

【題材展開】『私たちの成長と家族・地域』
※１《触れ合い活動で，幼児の遊びの様子を知る》
　保育園を訪問して幼児と触れ合い，ペアの幼児の好き
な遊びや幼児の遊び方の特徴を知る機会を持ちました。

※２《おもちゃの製作計画を評価し工夫点を話し合う》
　『幼児が好むおもちゃのポイント（動く・音，色彩・形， 

幼児が喜ぶ大きさ，遊び方，
安 全・丈夫）』を観点とし
て自己 の計画を評価する
場面を設け， グループ学習
で互いの計画につ いて話
し合い，工夫・改善点を 
アドバイスし合いました。

事例①　 園児や友達との関わりの中から意欲を高め，自
分の育ちを実感した生徒（Ｔ生）

【おもちゃ製作場面・保育園訪問でのＴ生】
　Ｔ生は，おもちゃのてっぽうの計画や製作の途中，友
達からの多くのアイデアやアドバイスを参考にして形や
大きさ，色・遊び方を何度も考え直しました。安全性だ
けを考えるとたまの飛ば
し方が難しく，結果あま
り勢いよくたまが出ない
てっぽうになりました。保
育園訪問で，園児はてっ
ぽうの形には喜びますが
遊びの発展は難しく「見

２章『幼児の生活と家族』−幼児の生活と遊びを知ろう−
１ 幼児の一日の生活を知り，中心活動である遊びの意義につい

て考える
２ 保育園を訪問し，行動や遊びの様子を観察する〔触れ合い活

動①〕※１
３ 『幼児が好むおもちゃのポイント』を考え合う
　 幼児に好まれるであろうおもちゃの特徴（学級での話し合い

より）
　　動く・音，色彩・形，幼児が喜ぶ大きさ，遊び方，安全・

丈夫の５点
４ ペアの幼児にふさわしいおもちゃを計画する
５ おもちゃの製作計画を評価し，工夫点を話し合う  ※２
６ おもちゃを製作する。
７ 製作したおもちゃを持って保育園を訪問する〔触れ合い活動②〕

30 教室の窓　中学校 技術・家庭科　家庭分野

対象幼児の好み
・てっぽうが好きらしい・ブロック・ままごと

計画したおもちゃ　「空気でっぽう」

保育園訪問　・園児を飽きさせない活動の工夫へ

計画のよい点　工夫が必要な点
　　○たまが出る　△丈夫ではない，大きくなりすぎ

学び合い，高め合う子どもの育成

長野県 中学校教諭
〜“してもらう自分”から“人を支える自分”へ 〜



た目で園児は寄ってきたがすぐに飽きてしまった点から，
もっとたまが出るように工夫をするべきだった」と振り
返ります。おもちゃ自体には反省が残りましたが，触れ
合い活動では他のおもちゃを使ったり遊びを変えたりす
るなど，園児を飽きさせないように，幼児の立場に立ち
気持ちに寄り添って活動を工夫する姿が見られました。

事例②　 友達のアドバイスと自分の考えを比較検討する
ことで，おもちゃの改善ができた生徒（Ｓ生）

【話し合い活動のＳ生】 
　「幼児は大きなものが好き」

「木馬を作る」と初めから自分
の考えをしっかり持っていたＳ
生ですが５観点で自己評価をし
てみると「安全」と「遊び方」
に課題があることが明らかにな
りました。グループ学習の中で

「バランスがとれるか不安なん
だよね…」と自己の課題を友達
に投げかけ，転倒防止の棒の取り付けや下部のカーブを
緩やかにするなどのアドバイスを得ることができました。

【製作場面のＳ生】
　完成のイメージを強く持ち，意欲的に製作を進めまし
た。形ができると全体に白い粘着テープを巻き，一部分
のみ模様を描きま
した。木馬の下部
のカーブを工夫す
ることで安全性を
高めることができ
ました。

【保育園訪問でのＳ生】
　保育園では園児が木馬に喜
び，早速乗っていました。ほ
かの友達が乗ると不機嫌にな
るほど気に入ってくれた様子
を見て，Ｓ生も嬉しそうでし
た。乗るだけではなく“ごっ
こ遊び”もできるようにと製
作した人参を使っての遊びも楽しめました。また，「お
絵かきが好き」という園児に自由に遊んでもらおうと白
い部分を多く残しておいたので，園児はマジックで好き

な模様を描き入れ，大喜び
していました。Ｓ生が課題
とした「遊び方が限定され
る」という点も解決し，じっ
くり園児と関わることがで
きました。

4 技術・家庭科における学び合いとキャリア教育

　製作するおもちゃの計画を絵と文字で表した「イメー
ジ図」を，グループでの話し合い活動の前後で比較する
と，生徒相互の関わり合いと学び合いによって，より質
の高いものに変わっています。また生徒たちは，幼児と
の相互行為である触れ合い活動を通して「相手のために
なり，喜ばれる自分」や「成長の中での自己の変容」に
気付くことができており，「人のためになれる」新しい
自分を発見したことが分かります。振り返りカードから
は，幼児のために様々な工夫を行った満足感とともに自
己の高まりの自覚を読み取ることもできました。
　技術・家庭科での実践的・体験的な学習に相手意識や
課題意識を持って臨み，友達との関わりの中でその課題
を解決し，それが人のためになるという学びの姿は，新
しい自己の価値に気付くことや更には自己有用感の獲得
に繋がるものであり，まさに社会的自立のために必要な
能力の育成に資するものと考えます。学校の全教育活動
の中でキャリア発達を促す必要性が説かれる中，技術・
家庭科の持つ教科特性を生かした授業作りに，これから
も努力していきたいと考えています。
＊ 1  国立教育政策研究所生徒指導研究センタ−『児童生徒の職

業観・勤労観を育む教育の推進について（調査研究報告書）』

（平成 14 年 11 月）

＊２ 文部科学省『キャリア教育の推進に向けて』（平成 17 年 5 月）

〈授業開始時のイメージ図〉

〈Ｓ生の学習カードでの振り返り〉

〈話し合い後に工夫点を記したカード〉

　幼児の動きを見ていると，昔の自分はどうだったの
かなどいろんなことが思い出されました。自分も昔こ
んな風でいろんな人と関わって育ってきたんだなあと
いうことを改めて実感しました。〈Ｔ生　題材を終え
ての振り返り〉

31特集 2：小学校 家庭科，中学校 技術・家庭科におけるキャリア教育的な内容

対象幼児の好み
・お絵かき・ごっこ遊び・創造力が豊か

計画したおもちゃ　「木馬」

保育園訪問　・園児とじっくり関わる

計画のよい点　工夫が必要な点
○動かせる，大きい　△遊び方が限定される，安全面
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