
事 例 中学校 技術・家庭科 第１学年「プレゼンテーションソフトウェアの利用」

テーマ 実感を伴って基礎的・基本的な内容を確実に習得するための指導方法の工夫

～共通素材を使用し確かな技能、見方・考え方を培う学習を通して～

授業改 ・学んだことが次の学習に生きる学習内容や技能の系統性を明確にした題材指

善のポ 導計画への工夫

イント ・プレゼンテーションを作成するための見方・考え方を培うための教材の開発

・生徒に気付きを促す掲示物と確かな技能を習得する学習プリントの作成

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

【評価規準】＜題材レベル＞応用ソフトウェアの利用

生活や技術への関心・意欲・態度 生活を工夫し創造する能力 生活や技術についての知識・理解生活の技能

・応用ソフトウェ ・課題に応じて、 ・応用ソフトウェ ・パーソナルコン

アの特徴と利用 応用ソフトウェ アの操作技術を ピュータの利用

方法に関心をも アを用いた情報 身に付け、基本 形態や応用ソフ

ち、応用ソフト の処理の仕方を 的な情報の処理 トウェアの特徴

ウェアを利用し 工夫している。 ができる。 と利用法に関す

て自らの考えを る知識を身に付

表現しようとし け、データの種

ている。 類や特徴と応用

ソフトウェアの

関係について理

解している。

【把握方法】

・実習（画面制御）の観察： 生活を工夫し創造する能力」「

「生活の技能」

・学習プリントの記述 ： 生活や技術への関心・意欲・態度」「

「生活や技術についての知識・理解」

学習状況の結果と分析

【結果】

従来の授業では、応用ソフトウェアを使うときの素材を生徒個人が設定し、個人が

取り組む指導を行っていた。その指導について、実習の姿や学習プリントの記述から

生徒の学習状況を把握したところ次のようであった。

評価規準に対して「おおむね満足できる」および「十分満足できる」状況の生徒

の割合

生活や技術への関心・意欲・態度 ・・・・・ ８４％

生活を工夫し創造する能力 ・・・・・ ６５％

生活の技能 ・・・・・ ６２％

生活や技術についての知識・理解 ・・・・・ ６６％



応用ソフトウェアを使用して、プレゼンテーションを作成したことのある生徒はほ

とんどいないが、生徒会の発表などで目にしており、興味をもって取り組めている。

しかし、アニメーション効果をつけることに重点がいき、視聴者を意識した効果的

な表示の方法をつかもうとする意欲が弱いことが課題であった。

これらの様子から、次の点がつまずきの要因になっていると分析した。

●生徒個人が素材を設定するため、スライドを作成するために使用する技能に差

が生じてしまう。

●日常の生活で効果的な表示の方法を実感として感じられることが少ない。

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

(1) 授業改善の方針

１の「学習状況の結果と分析」で分析した「つまずきの要因（● 」から、次の３点の改）

善が必要である。

①前時までの学習が、本時の気付きや課題解決に生かされるよう学習内容や技能の系統

性を明確にした題材指導計画にするよう工夫・改善が必要である。

②共通の素材を設定し、技能を身に付けるためのスライドと創意工夫の能力を高めるた

めのスライドなど、あらかじめ複数枚のスライドを準備する。スライドの役割に応じ

て、確かな技能を身に付けるとともに、見方・考え方を身に付けられるようにする。

③教師の一方的な指示を少なくするために、生徒に気付きを促す掲示物や学習プリント

を準備する。

こうした改善を行うことにより、生徒が既習事項の内容から課題解決の方法を導き出した

り、技能を身に付けたりすることができると考えた。

(2) 改善の具体的方途と実践

①学んだことが次の学習に生きる学習内容や技能の系統性を明確にした題材指導計画への

工夫

各時間のねらいを明確にするとともに、前時までに学習したことを生かして自らの考え

をつくり、課題解決ができるよう学習内容や技能の系統性を明確にした指導計画へと工夫

・改善を行った。従前の題材指導計画では、一度に技能を教え、後にそれらを使ってスラ

イドの作成を行うなど、各自のスライドの中で、効果的な表現方法を工夫するものであっ

た。改善した指導計画では、身に付ける技能やスライドの見方・考え方を複数の時間に分

けて配置し、学習内容の連続性を高めるようにした。

従前の題材の配列 改善した題材の配列

、 、１ プレゼンソフトの技能を身に付け １ 文字の色の変更 書式設定の変更

２ る。 アニメーションの設定ができる。

・プレゼンソフトの使い方 ⇒ ２ キーワードを選び、図と組み合わ

３ 効果的な表現方法を考える。 せる。

・オートシェイプ図の使い方 ３ 数値情報を、図の大きさなどで図

解で表す。



４ 自分のプレゼンテーションを作成 ４ シンボルカラーの意味を理解し

５ する。 て、配色を決める。

６ ・今まで学習した内容を使ったプ ⇒ ５ ５つの観点でまとめのスライドを

レゼンテーションの作成 作成する。

６ 配付資料の印刷や印刷された物を

使った発表ができる。

②プレゼンテーションを作成するための見方・考え方を培うための教材の開発（資料３）

共通の原稿を使用することで、確実に以下の内容を生徒に身に付けられるようにする。

・データの入力、消去、修正等の知識・技能

・効果的な表示方法等、スライド作成における見方・考え方

素材を自由にし白紙のデータから作成を行うと、２つの内容以外でつまずきが生じる可

能性が大きい。例えば、素材を集めることに時間がかかったり、効果的な表示方法につい

て交流も難しくなったりする。そこで、ある程度入力済みのファイルを準備することにし

た。素材は総合的な学習の時間で扱っている「水」をテーマにしたものとし、文字のみが

記入されているスライドとした。また、図を必要としたり、数値データが入っていたりす

る素材にして、表現する方法は１つではなく複数あり、より効果的な方法を生徒同士の交

流を通して見い出すことができるように考えた。

⇒

【文字だけの素材】 【目的としたいスライドの例】

③生徒に気付きを促す掲示物と確かな技能を習得する学習プリントの作成

（資料４、５、６、７）

・生徒に気付きを促す掲示物を準備する。

何もないものから考えをもち、理由を生徒が考えることは難しく、課題とのずれが生じ

やすい。そこで、課題にそった掲示物を準備した。

Ａ Ｂ Ｃ

⇒

【文字だけのスライドをどの図解にすると分かりやすいかを選択する】

Ａ Ｂ Ｃ

→

【色をつけるときどのようにすると分かりやすいかを選択する】

実験結果

ＣＯＤテストの結果,生活排水を５００倍に薄めたものの
汚れは
米のとぎ汁 １５ｐｐｍ
牛乳 ２５ｐｐｍ
ジュース １００ｐｐｍ
でした。

基準
3～5ppm 鯉やフナが住める
5ppm以上 魚が住めない

たとえば、米のとぎ汁 １ccを魚がすめる５ppmにする
には,６００倍の600ccの水がいります。

実験結果

ジュース 100ppm

牛乳 25ppm

米のとぎ汁 15ppm

魚が住めるよごれ5ppm
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・操作手順をまとめるプリントを準備する。また、そのプリントは括弧に文字を記入する

だけのものとし、記入に時間を費やすのではなく、操作に時間を費やすことができるよ

う配慮する。

３ 授業改善後の成果

①学んだことが次の学習に生きる学習内容や技能の系統性を明確にした題材指導計画への

工夫について

テキストボックスの文字編集、画像やオートシェイプ図の挿入等のプレゼンソフトの技

、 、 、 、能とともに 視聴者に分かりやすい効果的な方法として アニメーション キーワード化

図や写真、図解、レイアウト、配色を段階的に位置付けた。このことで、操作でつまずく

ことが少なくなり、表現方法１つ１つについて身に付けたいスライドの見方・考え方を深

めることができるようになった。

授業後のまとめでは 「図で表せばなんでも分かりやすくなると考えていたけど、数値、

情報は図の大きさを変えることでより分かりやすくなることがわかった 「図で表すと。」

きにオートシェイプ図の大きさや数を工夫することで数値データを分かりやすく表現する

ことができた 」などこれまでの自分の考えと比較したり、操作に戸惑うことが少なく学。

習のねらいに集中して取り組めたりした生徒が多かった。技能と見方・考え方の指導の繰

り返しが、こうした生徒たちのまとめにつながったと考える。

②プレゼンテーションを作成するための見方・考え方を培うための教材の開発について

共通の素材にすることで、効果的な表示方法等、スライド作成における見方・考え方を

仲間とともに考える場が位置付けやすくなった。また、共通の素材であることから、仲間

の意見をそのまま自分の作品に当てはめることができ、仲間の意見に耳を傾け、よりよい

作品を作ろうとする意欲を高めることができた。さらに、同じ操作が必要になるため、仲

間に操作方法を質問したり教え合ったりする姿も見られ、データの入力、消去、修正等の

知識・技能を身に付けることができた。

【完 成 し た 生 徒 作 品】

③生徒に気付きを促す掲示物と確かな技能を習得する学習プリントの作成

掲示物として３つの図解例を示すことで、どれが一番適切かを考える生徒の姿が多く見

られた。

「ＡやＣは数値の比較がしにくい 」。

「Ｂは数値が図の大きさで示されていて分かりやすい 」。

「○○さんと同じで数値の比較ができるＢがいい 」。

など、生徒の反応として根拠を明確にして意見を述べる生徒と、それに反応して自分の考

えを述べる生徒の姿が見られた。交流を意図的に仕組み、生徒に気付きを促す掲示物を準

備することで、身に付けたいスライドの見方・考え方に気付き、多くの生徒がねらいに合

ったスライドを作成することができた。これまで考えていなかったことを考えるとき、適

切な例とそうでない例を提示し比較して考える場を位置付けることは適切な手だてであっ

川や湖をまもるために！

植木にやる 飲みきる
必要以上に

油や洗剤を使わない

川の水を守るために

みなさんも、川を大切にしましょう

川の湖をまもるために！

米のとぎ汁

植木に

ジュースや
牛乳

飲みきる

油や洗剤

必要な分だけ
使う

生活排水が水を汚す原因になっている

水
を
守
る
た
め
に

水を大切に!!



たと考える。

また、学習プリントでは、前時までの学習ですべての欄を埋め、それを見れば分かるも

のにした。課題解決に向けて操作でつまずいたとき、学習プリントを見ながら操作する生

徒が多く見られた。こうした掲示物やプリントにより、課題解決に向けて考える時間を多

く確保でき、ねらいに迫ることができたと考える。


