
平成 22 年度 仙台市新教育課程説明会 資料 「中学校 技術・家庭科」

平成 22 年 8 月 11 日

【 技術分野 】

１ 新教育課程の編成

(１) 改訂の趣旨

(２) 指導計画の作成と内容の取扱い

① 年間指導計画の作成

② 内容ＡからＤに共通した基本構成

③

④

(３

２ 教

(１

○ 技術分野の内容ＡからＤについて，すべての生徒に履修させるように，３学年間を見通し

た全体的な指導計画を作成する。

○ 技術分野の内容Ａ(１)については，３学年間を見通すガイダンス的な内容とし，第１学年

の技術分野の最初に履修させる。

○ 技術分野の各項目に配当する授業時数及び履修学年は，指導内容，地域や学校の実態，生

徒の実態等に応じて適切に配列する。 ※習得に必要な時間が履修時間となる。

○ 指導計画に評価計画を組み込み，指導と評価の一体化を図る。

○ 題材設定は，指導要領のどの部分を指導するのかを明確にする。

① ものづくりを支える能力などを一層高めるとともに，よりよい社会を築くために，技術を適
切に評価し活用できる能力と実践的な態度の育成を重視する。

② 持続可能な社会の構築や勤労観・職業観の育成を目指し，技術と社会・環境とのかかわり，
エネルギー，生物に関する内容の改善・充実を図る。

③ 情報通信ネットワークや製品の安全性に関するトラブルの増加に対応し，安全かつ適切に技
術を活用する能力の育成を目指す指導を充実させる。
○ 広く現代社会で活用されている技術について学習する項目
○ 技術を活用したものづくりを行う項目
○ ものづくりの経験を通して深めた技術と社会・環境とのかかわりの理解を踏まえ，現代及
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配慮事項

その他

) 言語活動と能力育成

科目標と評価

) 技術・家庭科の目標

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。

び将来において利用される様々な技術を評価し活用する能力と態度を育てる項目

○ ガイダンスのねらいは，技術について考えさせる，気付かせる，関心をもたせることであ
り，知識や技能の評価等は行わない。

○ 技能の習得だけでなく，能力をはぐくむ題材を設定する。
○ 「ものづくり」を通してどんな能力育成を目指すのかを明確にする。

○ 育成する生物の種類は，前期履修のクラスと後期履修のクラスで異なってもよいが指導目

標と評価は同一とする。

○ 現在の状況では，生物育成の履修時間を 10～15h で計画している学校が多い。

① 国語科で培った能力を基本に，技術分野のねらい達成のために，実習等の結果を整理し考察

する学習活動。

② 技術分野で求められる思考・判断・表現の能力育成を図るために，習得した基礎的・基本的

な知識及び技能を活用したレポート作成や論述などの学習活動。

③ 生活における課題を解決するために，言葉だけでなく，設計図などの図表を用いて考えたり，

説明したりする学習活動。

④ 情報通信ネットワークや情報の特性を生かして考えを伝え合う学習活動。

※ 問題解決的な学習の中に，「生活を工夫し創造する能力」の育成を図るための手だてとして

「言語活動」を設定する。活動そのものを学習目標・指導目標としないこと。



(２) 学力の三つの要点と評価項目 ※学校教育法第 30 条第 2 項

(３) 評価の観点及びその趣旨

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

生活の技能
生活や技術についての

知識・理解

生活や技術について関
心をもち，生活を充実
向上するために進んで
実践しようとする。

生活について見直し，
課題を見付け，その解
決を目指して自分なり
に工夫し創造している。

生活に必要な基礎
的・基本的な技術
を身に付けている。

生活や技術に関する基
礎的・基本的な知識を
身に付け，生活と技術
とのかかわりについて
理解している。

３ 観点別学習状況の評価

(１) 内容のまとまりごとの評価規準について

① 技術分野の目標

②

※

(２

①

① 基礎的・基本的な知識・技能

○ 「技能」→「生活の技能」

○ 「知識・理解」→「生活や技術についての知識・理解」

② 基礎的な知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等

○ 「思考・判断・表現」→「生活を工夫し創造する能力」

③ 主体的に学習に取り組む態度

○ 「関心・意欲・態度」→「生活や技術への関心・意欲・態度」
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
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技術分野の評価の観点の趣旨

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

生活の技能
生活や技術についての

知識・理解

材料と加工，エネルギ
ー変換，生物育成及び
情報に関する技術につ
いて関心をもち，技術
の在り方や活用の仕方
等に関する課題の解決
のために，主体的に技
術を評価し活用しよう
とする。

材料と加工，エネルギ
ー変換，生物育成及び
情報に関する技術の在
り方や活用の仕方等に
ついて課題を見付ける
とともに，その解決の
ために工夫し創造し
て，技術を評価し活用
している。

材料と加工，エネ
ルギー変換，生物
育成及び情報に関
する技術を適切に
活用するために必
要な基礎的・基本
的な技術を身に付
けている。

材料と加工，エネルギ
ー変換，生物育成及び
情報に関する技術につ
いての基礎的・基本的
な知識を身に付け，技
術と社会や環境とのか
かわりについて理解し
ている。

この二つの評価規準は，「設計・計画」の場面と，「技術を評価し活用する」場面で設定する。

) 評価規準の設定例について

評価規準に盛り込むべき事項

「(２)材料と加工法」の場合

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

生活の技能
生活や技術についての

知識・理解

よりよい社会を築くた
めに，材料と加工に関
する技術を適切に評価
し活用しようとしてい
る。

よりよい社会を築くた
めに，材料と加工に関
する技術を適切に評価
し活用している。

工具や機器を安全
に使用できる。

材料の特徴と利用方法
及び材料に適した加工
法についての知識を身
に付け，材料と加工に
関する技術と社会や環
境とのかかわりを理解
している。

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。

課題意識を持ち，技術を評価し活用しよう

とする態度表明により評価することを想定。

今後の社会生活を想定した課題を達
成するために，制約条件を踏まえて，解
決策を考え出している状況から評価す
ることを想定。
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② 評価規準の設定例 ※H22/7/9 現在の設定例→確定版は 8 月～9 月に公表される予定

「(２)材料と加工法」の場合

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

生活の技能
生活や技術についての知

識・理解

・木材，金属及びプラス
チックなどの特徴と利用
方法についての知識を身
に付けている。

・切断，切削などに
必要な工具や機器の
正しい使用方法に基
づいて適切に操作す
ることができる。

・材料に適した切断，切
削などの方法についての
知識を身に付けている。

・材料と加工に関する技術
の課題をすすんで見つけ，
社会的，環境的及び経済的
側面などから比較・検討し
ようとするとともに，適切
な解決策を示そうとして
いる。

・材料と加工に関する技術
の課題を明確にし，社会
的，環境的及び経済的側面
などから比較・検討すると
ともに，適切な解決策を見
いだしている。

・材料と加工に関する技
術が社会や環境に果たし
ている役割と影響につい
て理解している。

③ 留意点

４ Ｑ＆Ａ

学習プリントやレ
ポート，発表などか
ら，技術に関する課
題意識や技術を評価
し活用していこうと
している態度表明を
評価する。

技能テストや作

品，観察などから，

工具や機器を正し

く，適切に使用で

きたかどうかを評

価する。

学習プリントやテスト

などから，材料の特徴や利

用法，工具や機器の正しい

使い方などの知識を評価。

また，技術が社会及び環

境に果たしている役割や

影響についての理解を評

価する。

学習プリントやレポー

ト，発表などから，持続可

能な社会の構築のために技

術が果たしている役割と影

響について，課題を明確し

て比較・検討し，自分なり

に思考・判断・表現できた

かどうかを評価する。

○ 授業に必要な評価項目数を定め，ねらい・評価の観点・評価方法の整合性をとる。
○ 評価規準に盛り込むべき事項を，具体の評価規準で網羅している。
○ 評価方法を明確にし，評価が実施可能かどうかを検討する。
○ 「生活や技術への関心・意欲・態度」は内容Ａ(１)で評価するが，内容Ｂ～ＤにＡ(１)の

評価として組み込むことも可能。
○ グループ活動の場合，個の評価をどのようにするのか明確にする。
○ 評価規準を具体化するための評価方法を明確にする。

・評価項目と判断基準を明確にしたワークシート。
・学習事項を基に技術の評価を考えさせてまとめさせるワークシート。
・班の話合いを踏まえた自分の考えを記入させるワークシート。
・製作図の場合，機能と構造だけではなく，目的や課題と制約条件，自分の考え，修正箇所

と理由等が読み取れるための記入欄の設定。

【Q1】技術を適切に評価するとはどのような学習内容か？
【A1】技術を比較・検討させたり，適切な解決策を見いださせる学習。

【Q2】設計図はどの程度学習させるのか？
【A2】知識・理解としては，複数の図法。技能としては必要な図法のみ。工夫し創造する能力

としては，製作目的や制約条件を踏まえて課題を解決させるための工夫や意図，改善点
の記載，設計の発表等。

【Q3】社会的・環境的・経済的側面の三つの視点が必ず必要なのか？
【A3】どういう視点で評価するのかを踏まえて，必要な視点を設定する。

制約条件を踏まえて「最適解」を考え出す能力の育成を目指す。
【Q4】エネルギー変換の教材に求められる機能と構造は？

【A4】製作目的に合わせて，電源，スイッチ，負荷等の構造を選択できたり考えたりできるよ
うな教材。

【Q5】「生物育成」の指導に関して，題材を設定する上の留意点は何か？
【A5】食料，燃料，環境整備など，育成目的を明確にした題材であること。

育成計画・管理作業・振り返りを通して，技術の評価が可能な題材であること。


