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授業で丈夫だと分かったから。
簡単・失敗しにくい 木は釘でくっつける

ものだと思うから。

１ 学習状況の把握と結果の分析

（１）学習状況の把握の方法

【評価規準】

【把握の方法】

・ ものづくりの様子（切断・接合の場面から）

・ 意識調査

（２）学習状況の結果と分析

【結果】

○切断に関わって

切断においては，どの生徒も両刃のこぎりの刃を繊維方向によって使い分けたり，材料とのこ身の角

度や刃わたりを状況に応じて使い分けたりすることができていた。このような姿から，「正確さ」「効率

のよさ」の「見方・考え方・感じ方」を大切にしながら，ものづくりを進めていこうとする態度は身に

付いてきていると考える。ただし，けがきの時点で部品を材料の中央で取ったり，部品同士の長さを考

え組み合わせて材料取りを行う生徒がほとんどいなかったりするなど，無駄な材料取りをする生徒が多

いことが明らかとなった。

○接合に関わって

接合においては，材料にあった接合方法を選択でき

ず耐久性の低い作品になっているものがある。また，

自分が構想したものとはサイズが異なり，使用目的に

合わない作品があることが分かった。その理由を調査

すると，第１学年までに学習してきた接着剤を利用し
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③ 仲間とともに「見方・考え方・感じ方」を鍛え合う学習集団の育成
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た「圧締」に関わっては，「簡単」「失敗しにくい」という考えで利用できていることが分かった。「緊

結材」に関わっては，木ねじ・ねじ回しが準備されていたにもかかわらず，全員がくぎ・げんのうを利

用していた。この理由を調査すると，「くぎで接合すると速い」と「効率のよさ」を大切にしている子

もいたが，「木は釘でくっつけるものだと思う」というこれまでの生活の中での経験から，固定した考

えをもっていることが分かった。

【分析】

これらのことから，

・ 第１学年までに大切にしてきた「正確さ」「効率のよさ」「丈夫さ」「美しさ」などを大切にしながら，

学習した道具や材料についての特徴を生かし，ものづくりを行うことができる。

・ 「経済性」を考え，「環境」に配慮しながらものづくりを行う力が弱く，材料や道具の特徴を生かし，

機能性，丈夫さを考え，工夫して製作する力が弱い。

以上，２点のことが明らかとなった。

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

①題材指導計画について

・ 教科の本質にたち，「基礎･基本」や「付けたい力」を明確化する。

・ 生徒の実態を踏まえ，学びの必然性をもたせる題材を構造化する。

②指導方法について

・ 学習指導要領での指導内容から，生徒の実態に合わせて学習内容を決定し，本時のねらいを具体化

する。

・ 一人一人の生活に対する「見方・考え方・感じ方」を把握し，それらが表れる実践的・体験的活動

を設定する。

③学習集団について

・ 教科の本質にたった学習集団を明確化する。

・ 主体的に学びを追究しようとする姿を育成するために，学ぶ意欲を喚起したり，学び方を伝えたり

できるようにする。

（２）改善の具体的方途と実践

①生徒の実態を踏まえ，「付けたい力」を明確にした指導計画の作成

これまでの指導計画では，導入の題材⇒発展の題材という流れや，材料の違い，道具の違いだけで題

材を仕組んでしまうことが多かった。しかし，ものづくりにかかわる「見方・考え方・感じ方」を身に

付け，生活を工夫する力を育てるには，題材を以下の二つの視点から見直すことが必要であると考えた。

○教科の本質にたった「付けたい力」の明確化

技術･家庭科の本質は，

生涯にわたって，持続可能な社会をめざしながらも，一人一人がより豊かな生活を求め，工夫し創造

すること

であると考える。このような本質にたち，「ものづくり」では，一人一人が正確さ・効率のよさ・丈夫

さ・美しさ・経済性・環境への配慮など様々な「見方・考え方・感じ方」から，ものをつくる過程と利



用する過程を考え，実践的・体験的な活動を重ねな

がら，生活を工夫する力や態度を身に付け，豊かな

生活を創っていくことを大切にしていく。そのため，

指導計画作成にあたって，「ものづくり」における「付

けたい力」と「基礎･基本」を，学習指導要領をもと

に整理し，段階的に身に付けていけるよう，３つの

題材（第１題材「写真立ての製作」・第２題材「木箱

の製作」・第３題材「収納ラックの製作」）で系統的

に配置していく。

○生徒の実態を踏まえ，学びの必然性をもたせる題

材の構造化

前述してきた生徒たちの実態を踏まえ，「収納ラッ

クの製作」では，次のような点から題材の構造化を

図った。

・ 材料については，木材に加え，金属，高分子材料を取り扱うことにより，「正確さ」「効率のよさ」

「丈夫さ」だけでなく，「機能性」「経済性」「環境」の「見方・考え方・感じ方」からも，材料の特

徴をとらえることができるようにする。

・ 切断に関しては，どの材料も加工できるよう，３つの材料と，それらを切断するための道具の特徴

を比較することで，共通点や差異点を見出させ，材料や使用目的に合わせて姿勢や固定方法を工夫

できるようにする。

・ 接合に関しては，間伐材の有効利用について集成材を取り扱い，「環境」についての「見方・考え方・

感じ方」をつかめるようにする。同時に，部品同士の接合に木ねじを使用し，状況に応じた緊結材

を利用できるようにする。

・ 「ものづくりには，こんな材料やこんな道具が使えるのか」「その場に応じて，材料や道具を選択し

てみたい」といった，生徒の意識に沿った題材を仕組む。

②指導方法について

生活を工夫し創造する力を育てるために，既習の学習から気付いたことを交流したり，作業や実験か

ら気付いたことを交流したりするだけでなく，どんな「見方・考え方・感じ方」から気付いたり，でき

るようになったり，分かるようになったりしたかを交流することが必要であると考える。

本実践で扱う金属の切断に関しては，これまでは弓のこの形状を観察させ，交流していく中で，「そ

の仕組みがなぜ必要なのか？」を問い，仕組みを確認し，使用方法の示範を行い，作業に入った。

○本時のねらいの明確化

学習指導要領において，材料の加工については，「加工する部品を，定規，ノギスなどの測定具で測

定しながら正確に加工するよう心がけることや，工具の仕組みを効果的に活用することが大切であるこ

とを知らせる。また，作業動作では，姿勢，目の位置，工具や機器の持ち方，力の配分などの要素が関

連することに気付かせる。」としている。このように材料加工には２つの要点があり，１つは「工具の

仕組みを効果的に活用すること」であり，もう１つは「要素が関連することに気付かせる」ことである。
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これら２つの内容についてこどもたちは，両刃のこぎり・プラスチックカッタを利用してきた。ここで

本時では弓のこを取り上げる。弓のこでの金属の切断は，あさりのつき方の違い，刃の大きさ，胴の大

きさなどの道具の仕組みから，その持ち方，姿勢，固定，角度など様々な要素が関連するという点で，

効果的な教材である。そこで，弓のこの仕組みを関連させながら，作業を行うことで，要素の関連につ

いての「見方・考え方・感じ方」を広げ，「基礎･基本」を定着することができるようにすることができ

ると考え，本時を位置付けた。このような点を考慮に入れ，本時のねらいを明確化した。

○生徒たちの「見方・考え方・感じ方」を生かすための展開の改善

本時における弓のこでの金属棒の切断では，①前題材や，本時までに両刃のこぎりの切断を経験して

いること。②木材の切断において，材料と道具の関係が深いことに気付いていること。③生徒の実態か

ら，「生活を工夫し創造する力」を育てるためには，「見方・考え方・感じ方」を生かすことが必要であ

ること。の視点から，展開を改善しようと考えた。

技術分野において，技能に関する指導を行う場合，示範によって学習することは多くある。しかし，

これまでの示範では，教師に説明されたことを，そのままポイントとして受け止め，確認したことを実

行するだけにとどまってしまい，生徒が主体的に考える場面が少なくなってしまうことが多くあった。

本時の改善した展開案では，安全に関わる指導以外は，あえて説明せず，作業の姿だけを見せて示範を

行うこととした。それにより，生徒は主体的に示範から作業の要点を見抜こうと観察したり，メモをし

たりして，ペアと試行錯誤しながら作業に取り組むことができると考えた。

このように生徒たちの「見方・考え方・感じ方」を生かすことで，「材料とのこ身との摩擦」，「材料

の硬さ」によって，切断時の状況が違ってくることに気付かせ，「見方・考え方・感じ方」を「正確さ」

「効率のよさ」の２つにまとめた上で，金属棒における接合ではどのような接合が適切かを考え，実践
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できるような力を培っていきたいと考えた。

まず，「摩擦」の視点でとらえている生徒から，「少しでも斜めになると引っかかって音がする。姿勢

など木材の切断と同じように大切にしたい。」という「正確さ」を大切にする「見方・考え方・感じ方」

をひきだす。さらに同じ「摩擦」の視点から，「引っかかるとずれるだけじゃなくて時間がかかる。」「両

刃のこぎりの胴は幅広いが，弓のこはねじで締めて空洞になっている。摩擦を減らしてスムーズに動く

ようにしてあるのではないか。」という「効率のよさ」を大切にする「見方・考え方・感じ方」を位置

付けていく。次に「硬さ」の視点から，「硬いから力を入れたいけど，曲がってしまってずれてしまう

から，けがき線に近いところで固定する必要がある。」「刃の一つ一つが小さいのは刃が硬い金属でも抵

抗を小さくして動きやすくしてある。」「体重をしっかりかけて切断する必要がある。」という意見を，「正

確さ」「効率のよさ」に位置付ける。ここで，事実をもとに理論的に考えられるようにするために「A
君が波型になっているのはあさりだと発言したけど，どうして波型なのだろう。」と問いかけ，切断部

分を拡大して提示されたもので，事実をつかませた上で，「このような道具の特徴を生かすためには？」

と再び問いかけていく。ここで，木材の切断においても体重をかけて作業ができた生徒を意図的に指名

し，「木材のときも引くときに力を入れた。金属も，この弓のこの形を生かして，しっかり押すように

力を入れると速いし正確にできる。」という考えを引き出す。このような交流を行い，その後，製作に

移ることで，「基礎･基本」の定着を図ることができると考えた。

③学習集団について

授業においては，実践的・体験的活動や意見交流の中で，生活経験や生活事象をもとに，自分と仲間

の「見方・考え方・感じ方」を比べながら考えを深め，追究していくことを大切にしていく。また，自

分の生活だけにとらわれることなく，社会を構成する一員としての視点を大切にしながら，自分の生活

に合ったよりよい方法を工夫できることも大切にする。このような生徒の姿の積み重ねこそ，「生活を

工夫し創造する力」につながると考えた。

このような教科の本質にたち，技術・家庭科では，次のような学習集団の育成をめざしていく。

生活を見つめ抱いた願いの実現や課題解決に向かって，よりよい方法を工夫し，ひたむきに取り組む。

このような学習活動や生活経験から創り出した考えを伝え合い，確かめ合う中で，自分の生活にあった

よりよい解決の方法を見いだしたり，よりよい生活を実現したりする学習集団。

○技術･家庭科の学び方 
技術･家庭科の学び方を定着することができるようにするために，次のような規範・規律を示し，常

に自分の活動を振り返りながら取り組めるようにした。

・身なりを整え，自分や仲間の安全に注意しながら課題に取り組む。
・常に自分の生活とかかわらせ，仲間や家族，環境を大切にすることとつなげて課題解決に取り組む。
・工具・道具を生み出した人の気持ちを大切にして，それらを丁寧に取り扱い，準備・保管する。

また，仲間とともに鍛えあう学習集団を育成するために，教科係への指導を生かしながら，話す姿勢

を中心にして次のような学びの姿を大切にして指導した。

Ｓ５ 意見をまとめ，今後の生活につなげて
Ｓ４ 生活事実や作品を示す，黒板を使うなど，より伝わるように
Ｓ３ 仲間と自分の生活をもとにした考えを比べながら
Ｓ２ 生活・体験・今までの学習をもとに
Ｓ１ 全体に聞こえる声の大きさで



また，教科係を学習集団育成の中心として位置付け，次のような姿を求め指導を行った。

・授業中は，めあてを投げ掛けたり，全体を見て活動を促したりすることを行い，係がリーダーとなっ
て自分たちで授業を創っていく。

・授業の最後は，めあてに向かった仲間のすばらしい姿を，具体的な発言や姿で全体に伝える。また，

その仲間の姿をこれからにどのようにつなげたいかを語る。

３ 授業改善後の成果

本時の後，弓のこと金属についての確認を行った。昨年度までも金属の特徴や，弓のこの動かし方に

関しては，これまでも８０％を超える正答率があった。しかし，ここでの授業改善によって，特に弓の

この特徴（あさり，刃の大きさ）に関する問題の正答率は約４０％から約７５％となった。

また，以下は，Ａ子の本時の振り返りである。

今日の授業では，弓のこの切断をした。金属は金属としての特徴として「硬い」ということがあって，

それに対して使用した弓のこも，刃先が小さかったりあさりが波上になっていたりして工夫されてい

た。今まで，木材やプラスチックの切断もしてきたけど，木材もプラスチックも，材料に特徴があって，

道具がそれにあわせて工夫してあった。その工夫を考え出した人がいるからこそ，私たちは，正確に効

率よく作業ができるのだと思う。弓のこの切断は，普段なかなか行う機会は無いかもしれないけど，切

断に限らず，材料や道具の特徴をいつも考えて，それにあった方法を考えて使えるようにしたい。今日

のように，材料や道具のことを考えながら作業したり，一人では気付かなかったことを話し合ったりす

ることは生活で生かしていけると思う。 
これらの授業後の姿から，成果について分析した。

①生徒の実態を踏まえ，教科の本質にたった指導計画の作成

各題材の指導計画の中で，各作業を系統的に結び付け，作業の内容を発展させていくことを試みてき

た。Ａ子の振り返りでは，これまでの切断に関する作業と，本時の結び付きが，単なる作業の共通点（弓

のこの動かし方，姿勢など）を発見することだけにとどまらず，材料と道具の関係を見つけ，そこに共

通点を見出し，生活に広げようとしている。また，作業を単に真似をするのではなく，自ら考えていく

ことが生活の中で大切だと語っている。まさにこのことこそが，「生活を工夫し創造する力」になりえ

るものだと考える。このような姿から，題材間の作業の系統性や発展性を考え，学習内容を位置付ける

ことで，より確かな学びに結び付けることができた。

②考える楽しさ，学ぶ喜びを実感できる「見方・考え方・感じ方」を気付かせる展開

授業の中で「見方・考え方・感じ方」を生かす場面を設定した。Ａ子の振り返りでは，ペアでの作業

や交流によって，新たな「見方・考え方・感じ方」に気付き，それを通して，材料や道具について考え

ていくことの大切さを感じていることが分かる。このことから，ただ教師が示範し，作業を行うだけで

なく，仲間の考えから，新たな「見方・考え方・感じ方」に気付かせ，学習内容がより確実に身に付け

ることができるようにすることができた。



③仲間とともに「見方・考え方・感じ方」を鍛え合う学習集団の育成

以下の写真は，授業の様子を示したものである。

学習集団の育成は，本時に限ったことではない。授業において継続的に，学ぶ規範・規律を伝えるこ

とや，教科係の呼びかけを大切にすることができるようにすることで，このような姿が生まれてきたと

考える。

示範を観察する様子

示範を見ながら，メモをしている。これまでに示

範の大切さを実感していることが分かる。

また，より近くで見たり，見やすいように互いに

交互になったりしていることが分かる。

挙手の様子

全員の考えを大切にしあうことや，仲間の考えを

大切にするために，仲間の意見を聞いた後に反応す

ることを，挙手をすることで姿で示している。

ペアで作業する様子

切断が少しでも成功するように，ペアが観察しな

がら作業している。


