
事 例 中学校 技術・家庭科 第２学年「エネルギー変換に関する技術の活用」

テーマ 「生活を工夫し創造する能力と実践的な態度を育成するための指導の工夫」

～エネルギー変換に関する技術の適切な評価と活用を目指して～

授業改善 ①「環境」を着眼点として自分の生活を見つめ、生活と結び付けて学習の「必然性」を

の視点 生み出す指導の工夫（授業の導入の工夫・題材の工夫）

②課題解決の手順や方法を明確にした、指導計画・指導過程の工夫

③新しい技術を評価し、自分の生活に生かそうとする事象提示の在り方

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】

生活や技術への関心・ 生活を工夫し創造する 生活の技能 生活や技術に対する知

・意欲・態度 能力 識・理解

・自分が生活することで環境 ・電気エネルギーを有 ・電気エネルギーを有効 ・身の回りの電気機器

問題を引き起こしているこ 効に活用するために に活用するために、先 に使われている先端

とに気付き、問題解決に積 先端技術どのように 端技術や活用方法を使 の技術がエネルギー

極的に取り組もうとしてい 生活に取り入れるか って、家庭において実 の有効利用に役立っ

る。 を工夫している。 践できる。 ていることを理解し

・電気エネルギーの有効利用 ている。

について進んで考えようと

している。

【把握の方法】

・実態調査アンケート ・製作実習における観察 ・学習プリントの記述内容

（２）学習状況の結果と分析

【結果】

・学習までの観点別学習状況＜抽出２クラス（６６人）でアンケート実施＞ １･･･YES ２･･･NO

１ ＬＥＤを知っている。〔電気エネルギーに関しての興味・関心〕 ＹＥＳ・・・９人（１３．６％）

２ 地球温暖化について知っている。〔環境についての興味・関心〕 ＹＥＳ・・・２２人（３３．３％）
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３ 省エネを実践している。〔省エネルギーを実践している〕 ＹＥＳ・・・１８人（２７．２％）

４ 家庭の白熱電球を電球型蛍光灯に変えたか。〔照明を変えた経験〕 ＹＥＳ・・・５人（７．５％）

【分析】

ア 電気や環境問題への関心・意欲・態度

ものづくりに対しての興味・関心が非常に高く、製作には熱心に取り組むことができる。また、

電気エネルギーに関わっての学習内容に強い興味を示す生徒も各学級に数名いる。しかし、電気機

器は、毎日使っていて、身近にあるものなので、その存在に興味が薄い。これは、電気製品につい

て電気機器に関する知識がなくてもコンセントにプラグを差し込み、スイッチを入れれば電気製品

が使える安易さが要因として考えられる。また、本時取り扱うエネルギーの有効利用に関わって、

環境問題としての「地球温暖化」を取り上げ、アンケートの質問項目に位置付けた。しかし、専門

的な用語や問題となる温度上昇や海水面の上昇といった現象について何となく分かっていても、オ

ゾン層の破壊問題と混同していたり、自分たちの生活が原因のひとつとして大きく影響していると

いう意識が低かったりして、自分たちの問題としてとらえられていない。

また、電気エネルギーは電気自動車のコマーシャル等から、使用に際しては熱エネルギー等に変

換されるだけで非常にクリーンであるため、環境への負荷をイメージできる生徒は少ない。さらに、

発電自体がどのように行われているかを知らないために、電気を生み出す過程で、グリーン電力で

ないものはＣＯ２の排出をはじめ、様々な環境問題を含んでいることを理解できている生徒は少ない。

イ 生活を工夫し創造する能力

中学生は、家庭にある電気機器を購入したり、電気料金を支払ったりするという行為を直接担う

立場ではないので、普段の生活において電気機器を扱う場合、自らが積極的に関わって生活をより

よくする工夫を実践することができていない。特に本時学習する「ＬＥＤ」については、家庭での

普及がまだ広がっていないこと、一般に広く市販されているものではないので、取扱いに関する知

識理解はほとんどない状況である。

ウ 生活の技能

これまでの技術分野での学習において、新たな発見や自分の生活をより豊かに創造していくため

の工夫や方法を実感を伴って習得することはできていても、それを生活の中で実践している生徒は、

極めて少ない。これは先にも述べたように、生活の主体者として生活を築けていないことや、今す

ぐ取り組まなければいけない問題として必然性を感じられていないことが考えられる。

節電の実践については、「電気をつけっぱなしにしない」や「エアコンの設定温度を高く（低く）

する」など、自分で簡単に実践できるものについては、やってみようという姿勢はあるものの将来

に向けての確固たる省エネルギーに対する実践的な態度まではいたっていない。

エ 生活や技術に対する知識・理解

技術分野の学習を通して新しい発見など驚きや実感を伴って習得した知識については概ね理解さ

れている。また、学習プリントへのまとめ方で、生活への活用について着目していたり、興味・関

心をもって学習に取り組み、普段から生活に関わっての発言を心がけたりする生徒は知識の定着が

高い傾向にある。本時学習するＬＥＤについては、アンケート結果からは、非常に理解度が低い実

態であった。日常の生活の中にも「信号機」への活用等、知ってはいるが、昨今頻繁に導入されて

いる理由についてどんな点が、どのように有効なのかについての理解はほとんどない。



２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

アンケート等による生徒の学習状況から、環境問題を含め、生活を工夫し創造する能力と実践的な態

度をはぐくむためには、学習した技術にかかわる基礎的・基本的な知識及び技術を生活とかかわらせな

がら正しく評価する能力を身に付けることが必要であると考えた。また、平成２０ 年３月に公示され

た新学習指導要領に示された「技術分野の目標の改善」では、

ものづくりなどの実践的・体験的な学習活動を通して、材料と加工、エネルギー変換、生物育成及び

情報に関する基礎的・基本的な知識及び技術を習得するとともに、技術と社会や環境とのかかわりにつ

いて理解を深め、技術を適切に評価し活用する能力と態度を育てる。

とあり、特に「技術と社会や環境とのかかわりについて理解を深め、技術を適切に評価し活用する能力と

態度」については、「社会や環境とのかかわり」、「技術の適切な評価」を重視している。また、「言語活動

の充実」に関しては、次のようになる。

・生活における課題を解決するために、言葉や図表、概念などを用いて考えたり、説明したりするなど

の学習活動の充実。

そこで、以下の改善の具体的方途を考えた。

①指導計画の改善

ア 環境やエネルギー問題に興味・関心をもち、問題を引き起こしているのは、自分たちの生活で

あることに目を向け、身に付けさせたい学習内容を具体化し、指導目標を明確にする。

イ 生徒の生活の在り方を把握し、主体的に家庭での実践に結び付く題材を設定する。

②指導方法の改善

ア 身の周りの生活と結び付けて考えられるような課題設定及び課題解決の学習過程の中に先端技

術への評価と活用に関する学習活動を重視する。

イ 新指導要領の改訂の柱の一つである「言語活動の充実」を重視するために、エネルギー変換に

関する専門的な用語等の理解及び表現方法として活用する場を設定する。

（２）改善の具体的方途と実践

①指導計画の改善

ア 環境やエネルギー問題に興味・関心をもち、問題を引き起こしているのは、自分たちの生活で

あることに目を向け、身に付けさせたい学習内容を具体化し、指導目標を明確にする。

昨年までは、電気期の保守・点検の部分で、テーブルタップの製作を通して、電気の安全な利用に重

点をおき実践してきた。それに加え、本年度は環境に対する影響という視点を明確に位置付け、電気エ

ネルギーの有効利用の学習を通して焦点化して学習できるように、指導計画の一部を改善した。

その際、②の内容とも関わらせて、

１ 環境問題が自分たちによってもたらされていることを実感し、問題解決のためには自分たち

が行動しなければいけないという意識がもてるようにすること。

２ 学習課題が、自分たちの生活に結び付いていること。

３ 学習した内容を生かし、すぐに実践可能な方法等の習得ができるようにすること。

４ 新しい技術の素晴らしさを知り、問題解決の方法の選択肢にとして考えることができること。

を意識して指導内容を吟味した。



＜意識を高めるための導入学習＞

前にも述べたように電気エネルギー自体は、使用する時は、光エネルギーや熱エネルギーに変換される

だけで、排気ガスが発生するなどの有害物質が直接的に人体に影響するといった現象は起こらないので、

生徒は発電に関わる環境への負荷については、認識できていない。したがって、授業の導入や実践的・体

験的な学習活動を通してそれらを習得する学習活動を仕組む必要があった。

まず、発電の仕組みを知らせる必要があったため、発電の仕組みを簡単な図に表したものを提示し、タ

ービンについては自転車の発電機を紹介した。そのタービンを回すための動力を何から得るかで発電の種

類が変わってくるということで、水力・火力・原子力の３つの発電を取り上げ、それぞれの利点と欠点を

整理し、ＣＯ２排出など環境への負荷や、化石燃料の枯渇や放射性廃棄物処理の問題など、発電に関しては

多くの問題を抱えていることを実感できるようにした。

環境問題については、特に関心が高いと思われる「地球温暖化」を取り上げて、こうしたことが起きる

メカニズムと問題点を整理した。このときには、海水面が上昇し、低地が水没するということは理解しな

がらも、実感としてはもてておらず、他人事でしかなかった。そこで、オランダのように、国そのものが

水没してなくなることや、岐阜県でも海津市などの海抜０メートル地帯や、千葉県浦安市の埋め立て地に

立地するディズニーランドが水没してしまうことなど、具体的な災害事例を想定させて意識を高めた。ま

た、温暖化が影響しているであろう大型台風（アメリカのカトリーナ等）やゲリラ豪雨などの異常気象を

例にして、自分たちの生活にも大きな被害をもたらす危険性があることを実感させた。また、その原因を

つくっているのは、私たちの生活であることを確認し、課題解決のために自分たちができることを実践し

ていく必然性を認識できるようにした。

イ 生徒の生活の在り方を把握し、主体的に家庭での実践に結び付く題材を設定する。

今回新しい技術として取り扱った題材は、「ＬＥＤ」である。ＬＥＤについては、身近なところで普及

し始めている。今までに光エネルギーへの変換に関する電気機器で容易に扱えそうな市販品は、懐中電灯

くらいであったが、蛍光灯が電球型に改良され、広く使われるようになったという現状から、ＬＥＤもＡ

Ｃ１００Ｖの電源で使用可能な市販品があるはずではないかと考えて調べたところ、インターネット上に

紹介されているものを発見し、購入することができた。しかし、現在ではコスト的にも高額で、家電量販

店などで手軽に買える状況ではなかったが、自分で簡単に交換が可能な「電球」＜２６Ｅ金口＞をにした

いと考え、導入した。ＬＥＤは、青色ＬＥＤが発明され、大型のディスプレイへ

の応用や、環境問題への意識の高まりから「第三の明かり」として注目されはじ

め、生活の中にも使われはじめていることなど、生徒の興味・関心が高められる

と考えた。

また、新しい技術での、エネルギーの有効利用を想定すると、エアコンや冷蔵

庫等の方が省エネルギーの度合い（効果）は大きいが、買い換えには多額の費用

がかかり、なかなかすぐには実践に移せない。そこで、毎日、しかも誰もが使って（※１ ＬＥＤ電球）

いる照明機器に着目し、工事や設置に大きな労力を費やさなくても、自分で簡単に交換が可能な「電球」

＜２６Ｅ金口＞を題材にした。（※１参照）

「経済的にも環境にも優しい照明機器の選択」ということで、白熱電球、電球型蛍光

灯、電球型ＬＥＤについて、明るさは白熱電球６０Ｗ相当で統一、それ以外に、金額・

寿命・消費電力・１日６時間点灯したとして１年間の電気料金の項目で、比較検討し、

自分の家庭で使用するなら、どれを選択するかを明確な根拠をもとに考えた。寿命につ

いては実験は不可能であり、単にデータの提示では実感がもてない部分があるが、最も

（※2 電力測定器 ）身近な課題であり、興味・関心が高いであろう消費電力については、「電力測定器」を用



いることで、生徒にも簡単に測定を可能にすることがができた。その際、代表生徒にその場で測定させ、

表示できるようにした。（※２参照）

②指導方法の改善

ア 身の周りの生活と結び付けて考えられるような課題設定及び課題解決の学習過程の中に先端技

術への評価と活用に関する学習活動を重視する。

普段何気なく生活している中で、照明器具としての電球の役割とそのもととなる電気エネルギーを結び

付けるために、各グループで白熱電球を点灯させた状態の中で、エネルギーや環境問題を取り上げ、目の

前にある明かりや熱に対するエネルギー変換の概念と資源等の枯渇や環境問題について気付かせる導入及

び課題設定を考えた。

また、課題を解決する学習過程では、新しい技術への理解とその技術が生活や環境へどのような影響を

及ぼすかについて整理し、評価する学習活動を考えた。具体的には、電球型ＬＥＤと白熱電球、蛍光灯電

球について、照度・金額・消費電力・耐久時間を比較して考察することを考えた。、

また、授業の終末の場面、評価した内容が、現在の社会生活の中で具体的にどのように活用されている

のかについて、エアコン、液晶テレビ、信号機等の詳細に触れて、理解が深まるように資料提示の在り方

を工夫した。

イ 新指導要領の改訂の柱の一つである「言語活動の充実」を重視するために、エネルギー変換

に関する用語等の理解及び表現方法として活用する場を設定する。

「言語活動の充実」については、従来の学び合い等の学習活動の中で、自分の考えを導き出した「根拠」

を明確にして習得した基礎的・基本的な知識及び技

術についての用語を使って説明したり、回路図や調

べてきた資料をもとに表現したりすることができる

よう指導をした。

このような言語活動を充実させることによって、

表現力を豊かにするのみならず、生活と技術との関

わりについての理解が深まるとともに、生活への実

践に対する意欲がより高まるものと考えている。また、自信をもった発言を支えるために、学習プリント

に自分の意見を記入する時間の確保とその意見も根拠を記入する欄を設け、根拠とともに発言ができるよ

うにした。

さらに、集団で学ぶ意味として、話し合いで仲間の意見を聞いて、自分の考えをまとめたり高めたりす

る活動や、分からないことを相互に教え合ったり仲間の工夫や発想を学び合ったりする学習活動について

のとらえを明確にし指導に生かしている。

＜「学び合い」のとらえ＞

教え合い・学び合い

・体験や既習事項から、意見を導き出し、それを理解できなかったり意 自分のもった意見の

見がもてていなかったりする仲間に教える。 ベースとなった

・見つけたこと、分かったことの「事実」の交流 。 「根拠」

・「こう考える」「こう工夫する」など、仲間の見方や考え方を学び合う。 の交流



３ 授業改善後の成果

①指導計画の改善

ア 環境やエネルギー問題に興味・関心をもち、問題を引き起こしているのは、自分たちの生活で

あることに目を向け、身に付けさせたい学習内容を具体化し、指導目標を明確にする。

実態把握のアンケート結果からも分かるように、これだけ「地球温暖化」が問題として大きく取り上

げられていても、生徒の関心は非常に低い。言葉は知っていても何が問題なのか、自分にどのように関

わっているのかなどは考えたこともないというのが実情であった。こうした生徒が、環境やエネルギー

の問題を学習した後に、下のような感想を記入している。

＜生徒の感想＞

Ａ男：今まで、何気なく使っていた電気だけれども、発電する際には様々な環境問題を抱えているこ

とが分かった。地球温暖化は、僕たちの生活によって引き起こされているのだから、自分にも

できる節電などを、心がけていきたい。

Ｂ子：地球温暖化は自分で知っているつもりだったけど、意外と知らなくて、電気を発電するときに

もそれが関わっていることも知らなかった。

というように、エネルギーや資源、環境の問題は、自

分たちの生活に直結しており、自分たちの生活を見直し

ていく必然性を感じて、実践に移そうとする意識が出て

きている。

様々な教科で環境の学習は取り上げられており、これ

まで何度となく耳にしてきたであろうこの問題に対して、

無関心であった生徒たちが、このように考えられるよう

になったのは、技術・家庭科の本質となる「自分の生活

からの問題」としてとらえ、自分で実践できる解決方法

を考える学習として位置づけた成果であると考える。地

球温暖化などの問題は、自分たちの豊かさを追求した生活に起因していることに気付き、問題解決の糸口

が自分自身の生活にあるということを実感し、実践に移そうという心情をもつことができた。このことか

ら技術・家庭科において、エネルギーの有効活用と関わらせて考えられる環境学習の題材を指導計画に組

み込んだことは、たいへん有効であったといえる。

イ 生徒の生活の在り方を把握し、主体的に家庭での実践に結び付く題材を設定する。

技術の進歩によって、様々な家電製品が省エネルギータイプとなっ

ており、それらに目を向けることでも電気エネルギーの有効活用のた

めに、先端の技術を活用していこうという意識はもたせることは可能

であったと考える。しかし、交換時の費用や交換の手軽さを考えたと

き、電球型ＬＥＤは、手にとって見れることや自分にも簡単に実践で

きるものとして身近に感じられる題材であった。また、節電効率の面

から考えると、５０％であれば効果が高い製品と判断できるが、今回

は白熱電球と比較すると１／６０の消費電力であったため、驚きと実感をともなった実験結果を得ること

ができ、ＬＥＤの節電効率がを高く評価することができた。



ア 身の周りの生活と結び付けて考えられるような課題設定及び課題解決の学習過程の中に先端技

術への評価と活用に関する学習活動を重視する。

授業の過程で以下のような発言が出た。

ＬＥＤ１個の値段で、安い白熱電球なら新品が５０個近く買えるので、新品を繰り返し使える。

この意見に賛同する生徒もいたが、以下のような反論の意見も出された。

何回も交換するのには手間がかかるし、交換すれば、交換した電球が廃棄物として環境に悪くなる。

こうしたことから、エネルギーと環境を考えて、有効活用のための技術の評価を期待したが「生活」と

結び付けて考えることで、こうした環境への側面の考え方をも引き出すことができた。

②指導方法の改善

イ 新指導要領の改訂の柱の一つである「言語活動の充実」を重視するために、エネルギー変換に

関する専門的な用語等の理解及び表現方法として活用する場を設定する。

導入時に地球温暖化のメカニズムの説明を求めたとき、「黒板に書い

て説明してもいいですか？」と自らメカニズムを図式化した絵を描い

て説明を始めた。このように、図を用いてよりわかりやすく伝える活

動も従来の学び合いや教え合い同様「言語活動の充実」と考えられる

のではないかと考えた。これについては、「伝える必然性」をもたせれ

ば、生徒はどの方法を用いればよいかを選択をして表現していける。

ただ、実践を続けていくうち、これは単に知識の受け売りのためにそ

うした方法を用いたに過ぎないので、自分の考えたことをより分かり

やすい身近な生活の事象に置き換えたり、具体物を使ったりして表現できなければ、「生きる力」につなが

る思考・判断・表現からの「言語活動の充実」にはつながらないことに気付いた。

＜Ａ男：実験を終えて、どれを家庭で活用 ＜Ｂ男：授業を終えての感想＞

したいかの発言＞ 僕は絶対ＬＥＤがいいと思っていたけれど、

ＬＥＤは、消費電力や耐久時間など優れているけ Ａ男の意見を聞いて、全部替えるのではなく

ど金額が高いのでたくさんは買い換えられないので よく使う場所などのことを考えて使っていき

よく使うところにＬＥＤを使っていきたいと思う。 たい。

上記のように、言語活動を意識的に位置付けた結果、「消費電力」や「耐久時間」など、本時出ていた用

語を用いて、自分の考えを表現する姿が見られた。また、今回、「言語活動の充実」を、意見の出し合い課

題解決を進めていくことをイメージし、意見の根拠となる部分を交流できるようにすることを意識して指

導をしてきた。今回用いた電球形ＬＥＤは、身近に市販されていないことなどから高額（５８００円）で

あったために、かえって多様な価値観（根拠）を引き出すことができた。



＜目先の金額にこだわった根拠＞ ＜長い目で見た消費電力と金額との関係からの根拠＞

○１個の金額にだけこだわった考え。 ○最初は高いけれど、数年で元が取れてしま

○家庭全体の買い換えを考えたとき何十個もの代 うという、先行投資型の考え。

金だとかなりの金額になるという考え。

＜耐久年数と金額の関係からの根拠＞

○耐久時間が長いから、金額の元は取れるという考え

＜とにかく消費電力（電気代が安い）が低くできたという技術を評価をする根拠＞

○ＬＥＤの消費電力は白熱電球の１／６０だから、とにかく得であるという考え。

＜消費電力の少なさを、環境の面と結び付けた根拠＞ ＜環境重視のエコ価値を大切にした根拠＞

○消費電力を押さえることができれば、その ○お金はかかっても、消費電力が抑えられ環境へ

分排出されるＣＯ２の量を削減できるから、 の負荷が少ないものを使っていこうとする考え。

環境にも優しいという考え。

「目的」と「条件」

このように、同じような部分に着目し、同じような意見を言っているようでも、根拠を明確にすること

で、その考え方に違いがあることに気付き、結果的に「使用時間」「場所」「使い方」など、目的と条件を

考えて選択をする結論へ結ぶことができた。

また、ＬＥＤの消費電力が少なく、寿命が長いことを知らせる実験であれば、ＬＥＤ単体でも可能であ

ったが、今回「電球」＜２６Ｅ金口＞の形にこだわることで、日頃毎日使っている照明機器の問題として

より身近に感じることができた。また、交換が簡単なので下の感想のように、自分自身で買い換え時に環

境にも配慮した生活のために、新しい技術の活用をしていこうとする意欲をもつことができたと考える。

私は、３つの電球のすべての条件を見て、ＬＥＤの電球を選んだんだけど、Ｃさんが言ったみたい

にはじめの代金がかかりすぎるから、最終的に電球型蛍光灯にしました。電球を買い換える時に、今

日習った条件を思い出して生かしていきたいです。


