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１ はじめに 

 平成20年１月17日の中央教育審議会答申を受け，
平成 20年３月 28日，新中学校学習指導要領が告示
された。平成 21年度より先行実施し，平成 24年度
（小学校は平成 23年度）には全面実施されることと
なっている。 

 新学習指導要領においては，その第１章総則，第

１，教育課程編成の一般方針の中で「基礎的・基本

的な知識及び技能を確実に習得させ，これらを活用

して課題を解決するために必要な思考力，判断力，

表現力その他の能力をはぐくむとともに，主体的に

学習に取り組む態度を養い，個性を生かす教育の充

実に努めなければならない」と記述されているが，

この内容は，現行学習指導要領の下においても，私

たち長野県技術・家庭科教育研究会が目指して研究

を積み重ねてきたものである。 

 しかしながら，今回の学習指導要領改訂において

は，国語・社会・数学・理科・保健体育・外国語の

授業時間が大幅に増加されたにもかかわらず，本教

科の授業時数は現状維持である。選択教科の時間が

標準授業時数の枠内から取り払われたことを考慮す

れば，実質的には削減されたと言ってもよい。 

 このような逆境の中，私たちが目指す「一人一人

が自ら拓く技術･家庭科の学習」に迫るための教育課

程のあり方について提案したい。 

 

２ 新学習指導要領の告示を受けて 

(1) 全体的なとらえ 

 新学習指導要領では，よりいっそう「生きる力」

をはぐくむことを目指している。中央教育審議会の

答申では，主な改善事項がいくつか挙げられている

が，その中で社会の変化に対応した教育の充実とい

う観点で，情報教育・環境教育・ものづくり・キャ 

 
 

長野県技術・家庭科教育研究会 

上田市立塩田中学校 林 理恵 

 
リア教育・食育・安全教育・心身の成長発達につい

ての正しい理解が求められており，本教科が今まで

にも力を入れてきたことが多く，改訂の内容にも反

映されている。 

① 技術・家庭科の授業時数 

  上記のように，本教科に強くかかわりのある事

項の重要性を掲げてあるにもかかわらず，授業時

数は据え置かれた。下表のように，選択教科の時

間と総合的な時間を合わせると，３年間で 300時
間の削減となる。前回の学習指導要領改訂時に大

幅な時間数削減を余儀なくされて以来，本教科に

おいてはさらに痛手となる。 

現行と新学指導要領における時間数の比較   

② 内容について 

  現行学習指導要領で二つに分けられていた〔技

術分野〕〔家庭分野〕の２分野編成は同様だが，

両分野ともＡ，Ｂの大きな二つに分けられていた

内容が，各分野ともＡ～Ｄの４つに再編成された。 

 技 術 分 野  家 庭 分 野 
Ａ 材料と加工に 

関する技術 

家族・家庭と 

子どもの成長 

Ｂ エネルギー変換に 

関する技術 

食生活と自立 

Ｃ 生物育成に関する技術 衣生活・住生活と自立 

Ｄ 情報に関する技術 身近な消費生活と環境 

第１学年 第２学年 第３学年 増減 

現行 新 現行 新 現行 新  

技術･家庭 70 70 70 70 35 35 0 

選択教科 0~30 0 50~85 0 105 

~165

0 

総合的な

学習 

70

~100

50 70 

~105 

70 70 

~130

70

 

計 

-300

 

一人一人が自ら拓く技術・家庭科の学習 

を実現する教育課程 
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(2) 現状と課題 

今回，このような内容にまとめられたのは，21世
紀を切り拓く子どもたちに，現代および今後の社会

を支えるべき技術についての知識や技能と，健全な

家庭や健全な消費社会を作るための知識や技能を身

につけさせ，豊かな心や健やかな体を育成したいと

いうねがいがあったからであろう。また，家庭分野

では，小学校の学習事項も同じようにＡ～Ｄの学習

が示されており，小中高の連携を，さらに強めて学

習を進めていくように考えられた。 

 私たちは，現在の教育課程においても，最善の取

り組みをしてきたが，以下のような課題も明確にな

ってきている。授業改善を行うとともに教育課程の

編成からも，これらの課題を克服するために研究し

ていかなければならない。 

・時間数の不足により，じっくりとものづくりに取

り組んだりその活動を振り返ったりする学習を

十分に行えず，各自が納得したり満足したりする

学びの価値を十分に得ることができにくかった。 
・学校の多忙化により，教師の教材研究や題材開発

が不足し，技術や生活をしっかりと見つめる学習

が成立できにくかった。 
・時間数の減少により，技術･家庭科教員の人数も減

り，校内はもとより校外でも研修・研究の機会が

減り，授業の質を高めにくくなってしまった。 
・社会を支える重要産業である農業への意識が低く

技術分野では，農業に関わる指導内容が選択的に

示されていたために，履修する学校が激減してし

まった。 
 (3) 履修方法に関する提案 

① 履修形態 

現行の学習指導要領の下，長野県内で多く行わ

れている題材配置(履修形態）は下表のようであ

る。おそらく多くの都道府県でも同様の配置で授

業が行われていると思われる。 

  これとは別に選択教科の時間として，２年生で

35～70 時間，３年生で 35～105 時間の技術・家庭

科の時間が確保されている学校が多い。（１年生

で実施している学校も少数だがある。） 

  今後，選択教科の時間が削減されると，今まで

以上に題材を精選し，さらに系統的な題材配置に

ついて研究を進めていかなければならない。現行

の学習指導要領を踏まえつつ，新学習指導要領に

も対応できる長野県技術・家庭科教育研究会研究

部としての試案を以下に示す。 
ア 案１：基本的な形 
最も基本的な形であり，Ａ～Ｄの内容につい

て，できるだけ関連性をもたせて題材選択を行

うが，それぞれの学年で完結する。技術分野，

家庭分野それぞれでのスタート時にガイダンス

の時間，終了時に３年間の学習のまとめの時間

をもつ。 
イ 案２：融合的な題材を配置して履修する形 

本大会の長野県提案の形である。 
技術分野の２～３年次に履修する題材は，第

３，４分科会で提案するロボコンやスピーカボ

ックスを考えている。１年次のものづくりで，

基礎的な知識や技能の定着を図り，２年次以降

の融合的な題材において，他の学習内容を含ん

だ発展的な学習を位置づけていきたい。また，

環境に優しい技術として，太陽電池や人力発電

装置等を用いた題材も考えられる。 
家庭分野では，第９分科会（身近な消費生活

と環境）で提案する題材展開で，他の内容と合

わせた学習を提案する。消費や環境に関する学

習を単独の時間で進めていくだけでなく，衣食

住の学習と合わせて３年間の学習の中に取り入

れていきたい。 

ウ 案３：総合的な学習の時間を技術・家庭科

の教員が担当する形 

各学年において，週１時間程度，総合的な学

習の時間を，技術・家庭科教員が担当して実施

する形である。 
１年次では，情報機器の基本的な技能を養う

時間にしたり，生徒の興味関心に基づいた課題

解決学習で学び方を学んだりする時間として

位置づけたい。また，食育との関連を図り，自

  １年 

(70時間) 

技術 Ａ技術とものづくり(1)～(4)（35） 

家庭 Ａ生活の自立と衣食住(1)～(4)（35）

  ２年 

(70時間) 

技術 Ｂ情報とコンピュータ(1)～(4)（35）

家庭 Ｂ家族と家庭生活(1)～(4)    （35）

  ３年 

(35時間) 

技術  Ａ(5)(6)Ｂ(5)(6)の中から 

家庭   １～２を選択(17.5時間) 
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分の食生活を振り返りながら，朝食の重要性を

取り上げ，実習を通して健康的な生活について

考え，生活で実践する学習が考えられる。地域

の食に関心をもたせて学習を進めることもで

きるだろう。 

２年次では，環境問題について，技術・家庭

科の学習とかかわらせて，自らの課題を設定

し，解決の方向を探るような学習活動が考えら

れる。長期間にわたる生物育成や環境保全に関

するものづくりについても学習することがで

きるだろう。 
３年次では，技術・家庭科で履修している学

習とかかわらせて，体験的な学習を行う。技術

分野では，エネルギー変換の学習とかかわらせ

て，自然や環境に優しい技術の現在と将来につ

いて調べたり，実際に実験などを行って仮説を

検証したりする学習活動が考えられる。家庭分

野では，幼児や高齢者とのふれあい学習を取り

入れ，「家族･家庭と子どもの成長」の学習の

元となる体験的な学習を行う。このことで，３

年次の技術・家庭科の授業時間の少なさを補い

ながら，学習を深めることができる。 
このように，技術・家庭科の教師が，総合的

な学習の時間を積極的に担当することで，本教

科とかかわらせた課題解決学習を仕組んでい

きたい。

 
ア 案１：基本的な形 

                    ３年間の学習のまとめ 

イ 案２：融合的な題材を配置して履修する形 

  技 術 分 野  家 庭 分 野 

 

１年 

  

ガイダンス 

     ５ 

 

 

Ａ 材料と加工に関する技術 30 

＜第２分科会＞

 

ガイダンス 

Ａ 家族・家庭
と子どもの
成長(1)  

４

＜第９分科会＞

【融合的な題材】 

Ｂ 食生活の自立 25 

 ＜第６分科会＞ 

Ｄ 身近な消費生活と環境 ６ 

        ＜第９分科会＞ 

 

 

２年 

Ｃ 生物生成に 

関する技術  

15 

＜第１分科会＞ 

【融合的な題材】 

Ａ 材料と加工に関する技術

Ｂ エネルギー変換に 

関する技術 

Ｄ 情報に関する技術 

【融合的な題材】 

Ｃ 衣生活・住生活と自立 25  ＜第７分科会＞

Ｄ 身近な消費生活と環境 10  ＜第９分科会＞

 

３年 

          （２年次 20） 

（３年次 16．5）

＜第３，４分科会＞ 

ま 

と 

め１

Ａ 家族・家庭と子どもの成長(2)(3)  

16.5  

                        ＜第８分科会＞

ま 

と 

め１ 

 

 

 技 術 分 野  家 庭 分 野 

 

１年 

ガイダンス 

Ａ 材料と加工に関する技術 35 

 
ガイダンス 
Ａ 家族・家庭と
子どもの成長 

(1) 10

 

Ｂ 食生活の自立 25 

 

２年 Ｃ 生物育成に 

関する技術 15 

Ｄ 情報に関する技術 

          20 

Ｃ 衣生活・住生活の自立 

           25  

Ｄ 身近な消費生活

と環境 10 

３年    Ｂ エネルギー変換に関する技術  

                16.5 

１ Ａ 家族・家庭と子どもの成長(2)(3) 

                  16.5 

１
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ウ 案３：総合的な学習の時間を技術・家庭科の教員が担当する形 

 技 術 分 野 家 庭 分 野 

 

１年 

  

ガイダンス

５ 

Ａ 

材料と加工に関する技術 30  

 
ガイダンス 
Ａ 家族・家庭と
子どもの成長 

(1) 10

 

Ｂ 食生活の自立 25 

 

１年総合 Ｄ 情報に関する技術（基本的な操作) 17.5 Ｂ 食生活の自立（食育，地域食）    17.5 

２年 Ｃ 生物育成に 

関する技術 15 

Ｄ 情報に 

  関する技術 20 

Ｃ 衣生活・住生活の自立 

           25 

Ｄ身近な消費生活

と環境 10

２年総合 Ｃ 生物育成に関する技術， 

Ａ 材料と加工に関する技術     17.5 

Ｄ 身近な消費生活と環境 

       17.5 

３年  

Ｂ エネルギー変換に関する技術 

16.5

ま 

と 

め １

 

Ａ 家族・家庭と子どもの成長(2)(3)  

16.5

ま 

と 

め 1 

３年総合 Ｂ エネルギー変換に関する技術  17.5 Ａ 家族・家庭と子どもの成長     17.5 

 

② ガイダンスについて 

ア 設定の理由 

現行の学習指導要領でも，初めて出会った１

年生に，ガイダンスを行ってきている。座席決

め・自己紹介・授業での約束（授業の持ち物，

チャイム着席，ルール等）・学習内容の紹介等，

第１時の授業に確認して学習を進めてきた。 
しかし，新学習指導要領では，もう一歩踏み

込んだ新しいガイダンスが求められている。そ

れは，今までのやり方では，生徒に学習の見通

しをもたせづらく，意欲的に取り組みをさせづ

らかったためだと思われる。授業時間数が減少

し，１時間１時間をより意味のある時間にする

ためにも，技術分野，家庭分野の各スタート時

に，今までの学習を振り返り自分の成長を意識

させながら，これから３年間の学習の見通しや

意欲をもたせる時間を設定したい。そして，製

作における材料や用具の扱い，人とのかかわり

方等，これまでにも大切にしてきた要点を意識

させると共に，環境等の新たな視点をもたせる

ようにする。これは，題材が変わっても学習を

振り返る視点となるものである。 
ガイダンスと同様に，３年間の学習の終わり

にはまとめの時間をもち，自分の成長を実感さ

せながら，高等学校の学習へとつなげていくよ

うにしたい。 

 

イ 実践例（技術分野） 

技術分野は，小学校にも高校にも同様の名称

をもつ教科がない。中学に新しく入学してきた

生徒たちに，技術の学習とはどんな学習か，ま

たその学習でどんな力をつけてほしいかを，学

習の始めにガイダンスしていくようにする。こ

のことで，小学校での経験や他教科との関連を

意識させながら，中学校３年間の学習の見通し

をもてるようにし，生活に役立つ力をつけてい

くという学習の基本姿勢を身につけられるよう

にしたい。 
情報に関する技術を体験する「名刺作り」か

ら学習に入る。名刺作りは，既に教科書にも実

習例として取り上げられている題材であるが，

この場面では特に，小学校での既習内容を確認

しながら，コンピュータをコミュニケーション

のための道具として押さえていく。個人情報の

発信に注意して内容を決め出し，名刺を渡す相

手のことを考えて表現できるようにする。文字

の形や大きさ，色等を検討し，校章や自分の顔

写真といった画像も挿入し，専用シートに印刷

をして，２時間扱いとする。 

   次に，コンピュータで制作した「名刺」を，

入れる「カードフォルダ作り」をする。これは，

６mm の厚さの板材と，カバーになるプラスチッ

ク板で作り，板材は彫刻刀で浅く彫るようにす



 5

る。木材やプラスチックに直に触れることで，

その質感を感じ，特徴を捉えていけるようにし

ながら，のこぎりやカッターで切ったり，彫刻

刀で彫ったりする既習の体験と，これから学習

する工具の扱いとを関連づけていく。また，材

料取りの場面では，グループ毎に，大きな材料

から個人の材料を切り出していき，友とかかわ

りながら製作していくという学習の仕方が体験

できるようにする。この製作に２時間を使い，

全５時間の授業とする。 
制作した名刺は，友だち同士や先生方と配布

し合うことで，渡す時の注意やもらった名刺の

扱い方に意識が向くようにする。人とのかかわ

り方や情報の取り扱い方を，実践的に考えてい

けるようにしたい。また，名刺はカードフォル

ダに入れて，移動教室での授業や委員会活動等

に持参し，自分の座席に立てて名札として使う

ようにする。これらのことで，「実際の生活に

役立つものづくり」を生徒の中に意識づけてい

く。 

   このように，説明だけの授業ではないガイダ

ンスで，技術分野の「教室開き」を行いたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「名刺」「カードフォルダ」作品例 

 

ウ 実践例（家庭分野） 
(ｱ) 自分の成長と学習の見通し 

家庭分野では，第１時に「Ａ家族・家庭と子

どもの成長(1)」の時間として自分の成長を振り

返りながら，過去・現在・未来の自分を意識さ

せることを大切にしたい。その中で自分ができ

るようになったこと，これからできるようにな

りたいことを挙げ学習への意欲を高めたい。自

分を中心に，過去・現在・未来という縦の時間

軸，各分野での学習や他教科での学習等という

横の空間軸の広がりを感じさせながら，学習の

見通しをもたせる。ここでは，「Ａ３判・厚紙・

色つき」の学習カードを一人に１枚ずつ準備し，

３年間を通して，自分のねがいや学習のプロセ

ス，自分の成長がわかるようにしていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
自分のねがいや学習のプロセス， 

成長がわかる学習カードの例 
 

(ｲ) 学び方の学習 

【話し合い・発表，発言】 

    グループ内での話し合いの役割分担や進め方
を教え，繰り返し経験させることにより，話し

合いに参加しやすく，話し合いの内容を深めら

れるようにする。発表，発言のひな形を教室内

に掲示しておく。 
【記録】 

    学習の記録の取り方も繰り返し練習する。学
習カードの形式もできるだけそろえるようにし

たい。また，板書も，生徒が学習内容を把握し

やすいように工夫したい。本時の「学習問題」

「学習課題」「学習のまとめ」を示すカードを作

り，毎時間使用することによって，本時は何を

学ぶのかを，生徒が把握しやすくする。 
【製作・実習】 

用具の準備，片付けのルールを説明し，繰り

返し学習する。また，授業のタイムスケジュー

ルも毎時間同じ形で示し，生徒が見通しをもっ

てスムーズに活動できるようにする。製作にお

ける用具の準備や実習での身支度などは授業開

始前にできるように，教師も授業前から教室に

入って指導するようにしたい。 
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③ 総合的な学習の時間との関連について

学習指導要領において，総合的な学習の時間に

は独自の目標が定められているが，学習活動につ

いては，情報，環境，福祉・健康等の活動が挙げ

られ，技術･家庭科の題材と重なる部分も多い。 
そこで，各学年の総合的な学習の時間に割り当

てられている時間の一部を，技術・家庭科の学習

内容と関連させて扱う時間として確保したい。そ

の際には，それぞれの目標と評価を明確にして，

違いを意識しながら進めていきたい。 
以下に，家庭分野の「家族・家庭と子どもの成

長」に合わせた指導例を挙げた。先に提案した履

修形態「案３」，第８分科会の提案と，併せて参

考にして頂きたい。 

  
家庭分野「家族・家庭と子どもの成長」に合わせた指導例 

「家族や地域の人々と共に生きる私」～命のつながりを考えよう～（３学年 技・家 17.5 総合 17.5） 

技術・家庭科 総合的な学習の時間 

 

２ 自分の過去・現在・未来を考えよう 

・自分の過去，現在，未来 

１ 私たちの命はどこから来たのだろう 

 

３ 幼児について知ろう 

(1) 幼児のこころとからだ 

(2) 幼児の生活 

(3) 幼児とのふれあい 

（保育園訪問） 

 

 

 

 

 

４ 地域の先輩と仲良く 

なろう 

５ 昔から伝わる遊びを 

しよう 

(1) お手玉を教えてもらおう 

(2) お手玉を作って保育園へ持って行こう 

(3) 幼児にお手玉を教えて，一緒に遊ぼう 

６ 家族や地域の中の自分を考えよう 

(1) 家族の中の自分        

(2) 地域の中の自分 

(3) 家族，家庭のはたらき 

(4) 地域，社会のはたらき 

 

 

７ 地域に貢献しよう 

(1) 地域の人の考えを知ろう 

(2) 自分達ができることをやってみよう 

 

３ おわりに 

 ものづくり，情報教育，環境教育，家族と家庭に

関する教育，食育，消費者教育等の重要性が叫ばれ

ているにもかかわらず，技術・家庭科の授業時数が

増えないのは何故だろうか。 
今回の学習指導要領の改訂で，私たち技術・家庭

科教員として最も残念なことは，授業時数の据え置

き（選択授業は削減）である。技術・家庭科教員が

「よし，やろう」と思えるようなものではなかった

が，そのような状況の中でも，より工夫して授業展

開をしていき，生徒が私たちの教室に張り切って駆 

 
 
け込んでくるような授業を創り上げていくことが， 
私たちの使命だと思う。次の学習指導要領の改訂は

まだ先であるが，これからの十数年を，技術・家庭

科本来の「ものづくり」を核に，授業を更に充実さ

せていく以外に，私たちが望む状況は訪れないよう

に思う。今後も日本全国で，各学校で，生徒の実態

に合わせ，私たち技術・家庭科の授業の充実を図っ

ていくことを互いに確認し合い，次期の学習指導要

領への準備を進めていきたい。 


