
新しい教科書の編集作業も，来春の文科省提出に向け
て，大詰めを迎えつつあります。そんな中，今回は，
技術分野教科書の監修者をご紹介いたします！

「技術教育とは？」「活きる力とは？」
さまざまな観点から熱く語っていただきました。

監修者が語る技術教育への思い　〜その 1 〜
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中学校技術・家庭科のページをぜひご覧ください。

平成 24 年度発行　中学校  技術・家庭科
「活きる力につなげる教科書」鋭意編集中！

　“活きる力”とは，未来を担う子どもたちが，学校で学んだことを社会

や家庭において主体的に「活用」する力という意味を込めた，私たちが

提唱する新たな学力観です。人とヒト・人とモノ・人とコトの触れ合い

とつながりを大切にすることが，“活きる力”にもつながります。

　私たちは，“活きる力”につなげる教科書を作ります！
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■はじめに
市川：僭越ではございますけれども進行役を務めさせていた

だきます，筑波大学附属駒場中・高等学校の市川です。よ

ろしくお願いいたします。

冨沢：マイクロソフトの社長室を担当しております冨沢で

す。皆さん方とご縁があってこういう場に参加できて光栄

です。どうぞよろしくお願いいたします。

今井：明治大学農学部農学科作物学研究室の今井です。大層

古い看板を掲げていますが，私の専門は，今話題の地球温

暖化に関連したことで，温暖化につれて作物の生産過程が

どのようになって行くかということを明らかにすることで

す。もう一つは，「食用カンナ」という，現在は作物とし

ての能力は低いけれど潜在能力が高い植物にいかに力を発

揮させるか，という研究です。ほかにもありますが，大き

なものはその二つです。

古谷：東邦大学の古谷です。医学系大学の関係もあり，医療

画像や遠隔診断の研究を行っています。また，半分楽しみ

で，パソコンやインターネットを使ったエンターテインメ

ントやゲームを作ったりもしています。

尾崎：産業技術総合研究所デジタルものづくり研究センター

の尾崎です。機械・金属系の加工で，実際の加工研究もし

ますが，世の中の加工現場の技術を集積・データベース化

してインターネット上で公開しています。人に依存するさ

まざまなノウハウ，熟練者の技能を残せたらと考えていま

す。

水谷：筑波大学システム情報工学研究科の水谷です。超音波，

レーザ光，電気インピーダンスを用いる計測がメインの研

究テーマなんですけど，計算機トモグラフィ法などの伝搬

の逆問題も行っています。ほかに弦楽器，打楽器，管楽器

などの楽器の発音機構の解明や，それらに基づく物理音源

モデルの研究もやっております。さらに変わったところで

（？），農業施設の研究も。先日トマトに寄生するコナジラ

ミの採集に行きました。コナジラミと会話をしようと（笑）。

星野：東京農業大学教職課程の星野です。研究しているのは，

江戸時代以前の日本ののこぎりについてです。技術史と，

現在までつながる道具を作る人，使う人，そういう人たち

に会って話を聞いたり，昔の文献や絵画資料を調べたりも

しています。

佐竹：筑波大学の生命環境科学研究科の佐竹です。専門は食

品を摂食したときの食品素材の機能性を調べることです。

高血圧とか脂肪過多など成人病を防止するような，例えば

食品の機能性成分の評価です。新しいところではマルチ

フード等も扱います。

技術分野 座談会

「活きる力」につなげる教科書とは

佐竹隆顕 先生 市川道和 先生 今井　勝 先生

教育図書では，平成 24 年度使用開始の，新学習指導要領による技術・家庭科教科書の発行準備を進めています。では，
具体的にどのような教科書をめざすのか。技術分野の監修をお願いしている佐竹隆顕先生をはじめ，ご協力いただいて
いる先生方にお話を伺いました。

尾崎浩一 先生

冨沢高明 先生 古谷立美 先生 星野欣也 先生 水谷孝一 先生
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佐竹隆顕（筑波大学大学院バイオシステム研究科）／市川道和（筑波大学附属駒場中・高等学校）

今井　勝（明治大学農学部農学科）／尾崎浩一（産業技術総合研究所デジタルものづくり研究センター）

冨沢高明（マイクロソフト株式会社　社長室）／古谷立美（東邦大学理学部情報学科）

星野欣也（東京農業大学 教職・学術情報課程）／水谷孝一（筑波大学大学院システム情報工学研究科）
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市川：我が国の技術教育をどのようにご覧になるのか，その

辺りからご意見をお願いします。

佐竹：教育図書の編集部から教科書を作りたいのでご協力を

お願いしたいと言われたときには，正直びっくりしました

（笑）。でも，私は筑波大学で技術科の教科教育法をもって

いて，技術教育には高い関心があります。また，大学に戻っ

て仕事をする前に中学校の現場で教員をやりました。今の

技術教育では，私が本来の目的だと考える，ものづくりを

通じてものを考える力を養うという観点が欠落していない

かと懸念します。だから新しいコンセプトの教科書ができ

たらいいなと思っていたんです。技術教育では，ものづく

りを通じてだんどり，次の工程を考えて全体を見渡して進

めて行きます。これが他教科にない特色だと思います。ま

た，高機能な商品がきちんと理解されずに使われている現

状があります。国民として，この商品を享受してよいのか，

それとも仮に進歩が一歩遅れるとしてもまだ使わない方が

よいのか，技術の功罪について，一般の人であっても選択

できる力が必要ではないでしょうか。大上段に構えている

ようですが，社会と技術とのかかわり合いが理解できるよ

うな，いい教科書が必要なのではないかと思います。

古谷：最近の学生さんで気付くのは，パソコンのバーチャル

な環境には習熟しているのですが，現実の世界への関心は

薄く，例えば壁のコンセントに来ている 100 ボルトの交

流を理解している人は意外と少ないようです。技術ではこ

の辺の実感を体験してもらえるとよいと思います。また，

コンピュータ関連では，情報科の学生でもプログラミング

でつまずく学生が結構いて，中学生の内から少しでもか

じっておいてもらえると随分違うのではないかと思ってい

ます。

冨沢：若い人でプログラムができない，プログラムに対する

コンセプトができていない人がいますね。今度の教科書で

は指導要領とのかかわりもあり，プログラミングを前面に

出すようになるでしょう。プログラミングというのはすご

く難しいもののように見えるんですけど，実際は簡単な

データとプロセスの組み合わせです。プロセスはデータを

いかに操作するかで，基本は３つしかありません。代入と

選択と繰り返しです。これをどのように構築するかという

ことなので，それさえ身につければ，プログラム＝自動的

に処理するという概念が理解できます。

古谷：私が理科に興味を持ち出したのは，小学校のときに鉱

石ラジオというのをつくって，実際にラジオの放送を聴け

たときです。私でもこんなものがつくれるんだと大感激。

単に易しく説くだけでなく，興味をもつもの，はっとする

ものを取り上げたいですね。

尾崎：私が気になるのは，技術教育で「創造・工夫する力」

を養う，という表現ですね。「創造する力」というのはほ

かの教科でいう「計算する力」とか「読解力」とかと同レ

ベルなんでしょうか。私は，創造・工夫することは面白さ

であって，小さいときにものづくりの面白さに気づき，自

分がこうしたらこうなったというような成功体験だと思い

ます。そういう楽しさ，面白さを技術教育で体験させる，

という観点があってほしいです。工夫の面白さを知ってい

るか知らないかで，ずいぶんその先が違ってくると思うの

です。教科書というものでそれをどのように勉強させてあ

げるか，「創造・工夫しなさい」を前提にするのは避けた

いですね。

市川：この数年間この教科では「創造・工夫する力」という

のが金科玉条のようにいわれています。子ども達が作品を

つくって，それを評価するときにいちばん重視されるのが

「創意・工夫」です。「知識・理解」などの評価項目より

高い位置が与えられていますね。早く計算するとか単語を

覚えるとかいう学力と同列扱いになっているかもしれませ

ん。これは本日のテーマである子ども達に何を身につけさ

せるかということとかかわってきます。仮に創造したり工

夫したりする力が我々が生徒に身につけさせたい力であっ

たとしても，それを「創造・工夫する力」と言ってしまう

と，うまくいかないのではないかという解釈が成り立ちそ

うです。何を身につけさせたいかの「何を」の解釈ですね。

■「だんどり」の大切さ
冨沢：私も今の話の「力」を「スキル」と置き換えると確か

に難しいと思います。「１＋１は２」というのと同列で創

造・工夫は出てこないだろうなと思います。同列に扱うの

は不自然な感じがします。技術が技術であるゆえんはいっ

たい何かというと，先ほど佐竹先生がおっしゃった「だん

どり」の話に私はすごく共感しています。ものをつくると

きに工程，だんどりを考えて，つくって，最後に評価して，

そして１周目が回りますね。そこから２周目に行くかどう

かが，ものづくりのポイントですね。２周目に行くところ

が多分，創造・工夫に当たり，それがないと２周目にいか

ない。逆にいえばそれがあれば２周目に行く，３周目にも

きっと回って行く。だから創意・工夫というのはすごく大

事なのではないかと思います。

市川：今の冨沢先生のご意見も加えて，表現はおいておきま

しても，「創造・工夫する」に相当する学力というものが

なくてもよろしいという議論にはなりませんよね。今，冨

沢先生のご意見によっても補強された訳です。そうします

と，「君たちは創意・工夫することが大事なんだよ」と我々

は現場で子ども達に浴びせかけるように言っているんで

す。それが実は思いっきり逆効果で，子ども達にメッセー

ジとして伝わっていないのではないかというご指摘という

ふうに理解してよろしいですね。

尾崎：はい。創意・工夫，これが大事なのは間違いないので

すけど，それを「しなさいしなさい」と言うのではなく，

自分から「したい」と思うようになる体験をすることが大

事なのではないでしょうか。

佐竹：そうですね。例えば，先ほどの星野先生の話にもあり

ましたが，のこぎりの使い方でも，縦びきと横びきなどは，

知識として身につけるのではなく体験してみる，体感する，

それによって知識が身につく，それが技術科の教科として

のよいところだと思います。

水谷：技術教育というのは体験するというのが重要ですね。

例えば木材で椅子を作るときに，まず頭の中で出来上がり

やそれに至るまでの段取りを考えます。計画とか発想の 

段階ですね，実際につくるときにはいろいろな工具を使い
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ます。人によってはノコ引きで曲がったりしますが，曲が

るかまっすぐ切れるかというのは力学的にいろいろあ っ

て，力で戻そうとしてもうまくいきません。それを道具を

使ってやってみることが 重要なんですね。単に手先の器

用さではなくて，そこには物理とかがかかわっていて，技

術が単独に存在していないことに気づいてもらうことが大

切だと考えています。高校の科目でいうと，物理，化学，

数学，生物などに裏付けされているということを技術科の，

教育の中で気づかせるということです。かといって原理 

ばかりやっていると，ただでさえ少ない時間なので要所要

所で組み入れると。興味をもっている生徒にはさらに深く

勉強できるようにヒントとなるものがプラスアルファーで

教科書にあるとよいですね。科学技術という言葉がありま

す。科学と技術が別々の言葉でいいのかなと思うんです。

技術というのは科学的で基礎的な知識・知恵を人間のため

に役に立つようなものにつくっていくということだと思う

んです。ソフトウエアもあるし，農業や電気・機械もあ 

るし，技術はそういうものだ強調したいと思います。理科

のある学習項目のところが具体的に技術ではこう役立って

いると・・・。数学の定理も然りで、どこかに役にな っ

ているものです。そういうのがあると，「ああ技術って面

白いんだな」とみてくれるといいですね。

■「活きる力」とは
市川：「活きる力」を育むというのが教育図書が掲げている

キャッチコピーです。一方で，昨年に引き続いて行われた

全国学力学習状況調査の結果が出て，活用力が低いという

結果が出ています。「活きる力」「活用力」についてご意見

をいただけますか。

星野：答えに直結するかどうかわかりませんが・・。大学生

に接していて，工作や体験がないという現状はあります。

その前に，子ども，中学生，あるいは人間と言ったらいい

のかな，手先，あるいは手を使う・体を使うっていうこと

は自然にもっている能力じゃないかなと思います。という

のは，例えば今日みたいに雨が降って風が強い日は，風

の方向をみながら傘をぎゅっと持つ。小雨の日なんかは

ぎゅっと握ってたら自由が利かないから，やんわりと持っ

ている。自然に。子どもだってそうだと思います。雨の方

向によって傘の方向を変えながら。違う例として，釣り竿

を持つのに，やっぱりやんわり持つと感覚が敏感になりま

す。子どもも傘さしますから，教えなくても実行している

んだと思うんです。中学校の技術の授業の中でものづくり

や何かを教えるときに，道具の持ち方や使い方，操作のし

かたなどの材料加工で，木を切る，削る，穴をあけるとい

うときにも，何か面白い体験をさせると，放っておいても

子ども達は勝手にどんどん興味をもって進めていくと思う

んです。やるなと言っても。元々もっている潜在的な能力

というか本能みたいなものがあると思うので，それをうま

く引き出してあげる。最初から，これ難しいなと思うと

沈没しちゃいますので，最初は柔らかい簡単なもの，しか

も面白そうだな，これならつくれるなというものが教科

書を開くと見てとれる。もちろん助言や危険のない使い方

をして，曲がりなりにも何かつくる・完成する。その後に

ほかの子どもと比べたり，実際に使ってみて考えたものと

違って使いにくいとか重いとか壊れてしまったとかうまく

いかないこともある。そこではじめてどうしてなんだろう

と自分の作品に対して評価をする。先ほど冨沢先生がおっ

しゃったように違う題材で繰り返すことによって，二度と

同じ失敗はしないようになる。コンピュータでも栽培でも，

その辺は同じじゃないでしょうか。それは何なのか子ども

達は考える。そのことによりさらに階段を上っていくので

はないでしょうか。そのような内容の教科書をめざしたい

ですね。

■誰もがつくれる教科書に
市川：具体的にはどのようなものでしょうか。

星野：ひとつは腰かけなんですが，木材を加工したものです。

これまでの道具の使い方は，こうやれば切れるよという写

真や図が出ていましたが，その通りやってもうまくいかな

いんじゃないかと感じていました。いわゆる日曜大工のハ

ウツーものなども，きれいごとに見えます。経験のある人

ならできるでしょうが。今度の教科書では，経験のない中

学生でもつくれる方法を取り入れたいと思っています。初

めての生徒でもまっすぐに直角に切れてしまうような。

市川：冨沢先生，情報のところの工夫についてはいかがでしょ

うか。

冨沢：ソフトウエアを使ってデータを加工しながら，ある一

つの作品をつくろうというものです。作品というのは，今

の話にあった椅子のように具体物ではありません。ツール

を使ってつくっていくわけですが，そのツールというのは，

具体物の場合の，のこぎりやくぎやとんかちに相当するも

のでしょう。ソフトウエアでデータを組み合わせて「だん

どり」に沿ってくみあげていく。一連の流れを一つ一つ積

み重ねることで一つの作品ができるというのが目標です。

市川：デジタルツールは，のこぎりやげんのうやハンダごて

など，これまでの道具に比べると再現性が高い。誰が使っ

ても編集加工は思った通りになります。のこぎりは必ず

しも仕上がりが保証されません。それから，技術ではコン

ピュータの使い方を教える訳ではないといいながら，現場

では使い方に終始してしまっています。なぜなら，活用力

ないしは創造・工夫する力をどうやって育てるかという視

点を欠いているからでしょう。

尾崎：デジタルものづくりというのは必ずしもかなづちやの

こぎりと関係ない訳ではありません。デジタルものづくり

を情報の加工だけで閉じてしまうようなイメージをもたれ

たら，それはミスリードですね。自動車をつくるその中に

はデジタルものづくりが多用されています。設計してシ

ミュレーションをして，こうやったらこうなるだろうとい

う予測のもとに数値制御加工機で製作する。そしてできた

結果をフィードバックする。あくまでも「ごつごつしたも

のをつくる」ための技術です。それと，ものをつくる授業

では，板を用意しましょう，線をこの寸法でこう引きましょ

う，のこぎりを用意しましょう，となりがちではないでしょ

うか。しかし，ものづくりで大事なのは，何をつくりたい

かがまず最初にあって，自分は本棚がないからこんな大き

さのこんなものを作ろう，それにはどんな材料が必要でど
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がりのものから逆にたどるんですね。その辺の話をうまく

加えられたらいいなと思います。それがお話に出てきたよ

うに２回３回と回れるといいですね。前につくったものの

経験を次に生かしたいですね。

水谷：簡単な仕様書をつくればわかりやすいんですかね。何

のためにこの大きさにするかとか。実際につくる前に紙の

上で何回か検討・評価するなど。

市川：何度か話に出ましたが，要するに２周目なんですね。

時間が与えれていないということが大きな原因と考えられ

ますが，次つくるとしたらどうする？と考えるだけでもだ

いぶ違うのではないでしょうか。最後に生物育成も必修に

なります。生物育成における現状，必要な学習内容，活用

力についてお話しいただけますか。

今井：皆さんのお話とだいぶ分野が違うのですが，あるとこ

ろでは共通した面があるかと思います。生物育成では，植

物や鶏などの動物を取り上げ，それらを育てることの喜び，

魅力を感じさせる教科書にしたいですね。最初のステップ

として必要なことは，作物の栽培や動物の飼育は，人間が

コントロール（制御）するということの認識です。そして

目的の成果物を得る過程で，生徒にとって新たな発見があ

れば幸いです。例えばポットマムは，鉢植え用に開発され

たあまり大きくならない菊ですね。菊花展などでご覧にな

る立派な菊とは異なります。これに矮化剤を与えると，茎

は寸詰まりになりますが，花は立派に咲きます。また，随

分前から，夜間に短時間の照明を与えることによって，花

の咲く時期をずらして出荷できる技術が開発されており，

教科書への導入は可能です。現実にそこまで扱えない場合

は，コラムとして新しい技術の解説を入れたいですね。最

先端の栽培方式とか飼育に関しては，写真を見せてあげた

いです。

■夢を語れる教科書に
佐竹：新しい学習指導要領では目標のほかに，「評価と活用」

と言われています。この評価というのは，先ほど来先生方

がおっしゃっている作品の評価ということでなく，技術が

もつ社会性を評価するという社会的な側面もあると思うん

です。農地が侵食される問題や，農産業の問題，環境問題

などもからんでくると思うんです。生物育成の領域でもふ

れていただきたいですね。

今井：日本学術会議も農林水産省からの委託で，2002 年頃

に環境保全を含めた農業がもつ多面的機能を評価し，それ

は貨幣価値に換算すると農業総生産額（約 8 兆 3 千億円）

にも匹敵するとしています。

佐竹：夢を語れるような教科書である必要もありますね。

今井：技術立国とよく言いますが，技術，技術と言って生活

は便利になっても，人間の心は寂しくなっていないかと危

惧しますね。

尾崎：産業製造のものづくりでも 20 世紀とはずいぶん変わ

りました。高性能品を速く安くの大量生産追求だけではも

う駄目で，設計の段階から，使って解体してまた使うとい

う視点があるということを述べる必要がありますね。

佐竹：つまり，リユースやリサイクルの推進につながるので

すね。人を幸せにするものづくりという発想はいいですね。

■「活きる力」につなげる教科書に
市川：「活きる力」「活用力」に対するイメージが見えてきた

と思います。最後にまとめをお願いします。

尾崎：ものをつくるというのは，本来楽しいことだと思うん

です。「創造・工夫する力」というより魅力を教えてあげ

たいですね。

水谷：ダイレクトな表現ではないですが，問題を発見する能

力とそれを解決する能力を養う ことじゃないかなと思い

ます。そういう能力を技術教育を通して養った結果，生徒

さんにとっては「活きる力」が身につくのではないでしょ

うか。

星野：どこかで聞いたような言葉かもしれませんが，自ら考

えて処理する能力。そんなことを身につけて，それが自信

につながるということをめざしたいです。

古谷：科学の面白さというのは推理する楽しさだと思うんで

す。推理する要素を教科書に散りばめたいですね。また，

単に技術の習得を目指すだけでなく，生徒にデザインをさ

せるなど，生徒が工夫する要素を増やすとよいと思います。

今井：あるものが完成したとき，作物なら収穫のとき，喜び

を感じます。できればその原因といいますか，収穫物の量

や品質を左右する要因の働きに気づいてくれればいいなと

思います。

冨沢：コンピュータの世界は，横ぐし・英語で申し上げれば

イネーブラというんですが，これは縦のものを横ぐしにつ

ないで，一つより二つ，二つより三つと，活用する力を身

につけてもらいたい。情報ではソフトウエアとプログラム

のはじめの一歩と楽しさ，すごさを実感させたいと思いま

す。生徒自身が活用する力を発揮して，輝いてほしいなと

思います。

佐竹：各分野の第一線の先生方から，教科書づくりへのいろ

いろなアイディア，キーワードをいただきました。これを

いかに教科書の中に盛り込んでいくかというのが，これか

らの課題です。ドラフトはできあがりつつあるようですけ

ど，この教科書のコンセプトを，どのように表現していく

のは，これからが真骨頂なのだと思います。先生方のさら

なるご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

URL http://www.kyoiku-tosho.co.jp/junior-hs/
E-mail info@kyoiku-tosho.co.jp

〒170-0012 東京都豊島区上池袋1-38-2
TEL 03-3917-9151（代）／ FAX 03-3917-7338
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現行の学習指導要領では，高等学校家庭科には「家庭基礎」「家庭総合」
「生活技術」という 3 つの科目があり，各学校が，実態にあわせて選択
して開講しています。全国で開講されている科目構成比は，どのくらい
なのでしょうか？

家庭分野　

高等学校家庭科の現状は？

平成 25 年度から実施の新学習指導要領

科目構成比（全国教科書台帳より）

領域別にあてる授業の割合は？

都道府県の状況は？

（教育図書アンケート結果より）

家族・家庭　15％

消費生活と環境　
12％

その他　1％

住生活　10％

衣生活　16％

ホームプロジェクトと学校
家庭クラブ活動　2％

保育　11％

高齢者　7％

食生活　28％

平成16年度 平成21年度

家庭総合
生活技術

48％ 68％

32％52％
家庭基礎

家庭総合
生活技術 家庭基礎

家族
学校
％

食

4
20
17
4
2

80％～
70～79％
60～69％
50～59％
～49％

家庭基礎の
科目構成比 都道府県数

科目構成比（全国教科書台帳より）

領域別にあてる授業の割合は？

都道府県の状況は？

（教育図書アンケート結果より）

家族・家庭　15％

消費生活と環境　
12％

その他　1％

住生活　10％

衣生活　16％

ホームプロジェクトと学校
家庭クラブ活動　2％

保育　11％

高齢者　7％

食生活　28％

平成16年度 平成21年度

家庭総合
生活技術

48％ 68％

32％52％
家庭基礎

家庭総合
生活技術 家庭基礎

家族
学校
％

食

4
20
17
4
2

80％～
70～79％
60～69％
50～59％
～49％

家庭基礎の
科目構成比 都道府県数

科　目 標準単位数 必履修科目

家庭基礎

家庭総合

生活技術

2

4

4

○

科　目 標準単位数 必履修科目

家庭基礎

家庭総合

生活デザイン

2

4

4

○

チェック 1　

しかし，いまや，2単位の学校がほと

んど…。2単位ということは，たとえば，

1時間（50 分）授業を 1週間に 2時間

ずつなら，1年間で終了です。

現行指導要領になる前は，「家庭一般」

「生活一般」「生活技術」という科目構

成で，すべての生徒たちが，4単位の

授業を受けることができていました。

この傾向は，次の指導要領実施のもと

に，かわっていくのでしょうか？　や

はり2単位主流は続くのでしょうか！？

「家庭基礎 87％」の県も
あれば，「家庭基礎 27％」
の県もありました。

なんと，現在（平成21年度）では，「家
庭基礎」が約 7 割を占めています。

この 5年で，「家庭総合」や「生活技術」を

選ぶ学校がどんどん減り，2単位の家庭基礎

が 7割になってしまっています。家庭科に

時間を割くよりも，受験科目などに，多く

の時間を使う傾向でしょうか…？

都道府県別に見てみると，まだまだ 4 単位の「家庭総合」や「生
活技術」を開講している地域もあるようです。しかし，8 割以上
の学校が 2 単位の「家庭基礎」を開講している地域もありました。

高等学校家庭科の現状から考える
これからの中学校技術・家庭科（家庭分野）

家庭科の未来があぶない！？

教育図書は，長年にわたり，高等学校の家庭科教科書をつくって参りました。今回は，高等学校家庭科の
現状を見つめながら，これからの中学校技術・家庭科　家庭分野について考えてみることにしました。
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中学校の新学習指導要領（平成 24 年度より全面実施）でも，「選択教科」が実質的になくなったため，事実上は家庭
分野の授業時数は減少していますよね。中学校でも，高校でも，家庭科の時間がどんどん減っていく……！？

しかし，このような状況の中で，今も昔もこれからも，

中学校技術・家庭科（家庭分野）の授業は，とっても重要！

少ない時間数の中では，先生方の指導の工夫がポイントになりますね。
そして，教科書の持つ意味も，とても大きくなっていることを，日々感じております。

高校家庭科の授業内容は，どんな割合で行われているのでしょうか？

高等学校の先生方によります
と，全体的に「社会性」が重
視されてきているようです。

教育図書では，定期的にアンケートのご協力を求めたり，学校現場への訪問をして，
先生方のご意見をうかがっています。ぜひ，現場の生の声をお聞かせください。

科目構成比（全国教科書台帳より）

領域別にあてる授業の割合は？

都道府県の状況は？

（教育図書アンケート結果より）

家族・家庭　15％

消費生活と環境　
12％

その他　1％

住生活　10％

衣生活　16％

ホームプロジェクトと学校
家庭クラブ活動　2％

保育　11％

高齢者　7％

食生活　28％

平成16年度 平成21年度

家庭総合
生活技術

48％ 68％

32％52％
家庭基礎

家庭総合
生活技術 家庭基礎

家族
学校
％

食

4
20
17
4
2

80％～
70～79％
60～69％
50～59％
～49％

家庭基礎の
科目構成比 都道府県数

チェック 2　

教育図書が高等学校家庭科の先生方に
行ったアンケートによりますと，左の
ような内訳になっていました。

「家庭基礎」では，被服

の製作実習も，原則的

には行わないんですよ。

2 単位の授業での学びの中だけでは，

くり返し作業していくうちに技術を習

得し，さらにその技術を応用して創意

工夫につなげる……などということ

が，なかなか難しいですね。

調理実習だって，そんなに回数を行うことができません

し，1 時間でつくって・食べて・片付けて…という「1

時間でできる調理」が流行っているんですって…。

「人」や「お金」を扱う部分では，社会人としてこれ

からどう家族や社会とかかわっていくか，どう生活

をつくっていくかなども扱いたいものですが……，

高校に入学したばかりの 1年生のうちに，家庭科の

授業が終わってしまう学校も多いようです。

技術・家庭科の先生のために，ホームページ上での情報提供を積極的に行っております。3 つのブロ
グも公開し，ちょっとしたおもしろ情報も適宜配信中です。忙しい先生方のお役にたてるように，で
きるだけ新しい情報を集めて掲載しています。ぜひ，ご活用ください！

●Web家庭科かわらばん　http://kyoiku-tosho.at.webry.info/

官公庁や各団体が発表する情報や最新データなど，家庭科に関わりのある発見をできるだけ毎日ご紹介します。

●としょぞうの家庭科教材研究　http://toshozo.at.webry.info/

教育図書のキャラクター「としょぞう」が，教材研究をしながら感じたことなどをつづります。

●営業日報のようなもの　http://kyoiku-tosho2.at.webry.info/

教科書営業担当者として全国 (?) を飛び回る傍ら，その土地ならではの気候・風土・文化を探ります。

先生方からの
コメントも
お待ちしています！

技術・家庭科は
生きる力を育む代表教科！

いっしょに
がんばりしましょう！

子ども達はみんな

技術・家庭科が大好き！

う〜ん，これで，いいのかな？
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●平成 21 年度　中学校技術・家庭科教育研究大会　開催日程

北海道

東北

関東甲信越

東海・北陸

近畿

中国・四国

九州

地　区 開催地
開　催　日

理事会 　全体会 分科会

空　知

宮　城

茨　城

愛　知

奈　良

香　川

沖　縄

10 月 22 日（木）

11 月 5 日（木）

10 月 22 日（木）

10 月 14 日（水）

11 月 11 日（水）

10 月 28 日（水）

11 月 18 日（水）

10 月 23 日（金）

11 月 5 日（木）

10 月 22 日（木）

10 月 15 日（木）

11 月 12 日（木）

10 月 29 日（木）

11 月 19 日（木）

10 月 23 日（金）

11 月 6 日（金）

10 月 23 日（金）

10 月 16 日（金）

11 月 13 日（金）

10 月 30 日（金）

11 月 20 日（金）

中学校技術・家庭科教育研究大会いよいよスタート！

今年も全国の各地区の大会で，教材・図書の展示および資料配布をいたします。

教育図書のブースを見つけたら，

ぜひお立ち寄りくださいね！

お待ちしています！

実践シリーズ地域から発信する
生 生
き き 実践シリーズ地域から発信する

生 生
き き

とことん
家庭科
家庭科の授業を創る会 編

明日につなげる授業実践

北陸のフィールドから
北陸家庭科授業実践研究会 編

地域から発信する生き生き実践シリーズ

とことん家庭科
明日につなげる授業実践

子どもの思考を育む
家庭科の授業
北陸のフィールドから

新刊図書情報

●家庭科の授業を創る会 編

●定価 2,730 円 ( 本体 2,600 円 )

● B5 判／並製本／ 176 ページ

●商品コード No.2146420

●北陸家庭科授業実践研究会 編

●定価 2,730 円 ( 本体 2,600 円 )

● B5 判／並製本／ 144 ページ

●商品コード No.2146430

おもな内容
■ Part 1  考え悩む家庭科教師
　❶ 新 家庭科教師論　ほか
■ Part 2  まだまだ深い家庭科の知識
　❶ いまどきの「食の安全」について考える
　―リスクを等身大にとらえ，主体的な消費者を
　　目指しましょう―　　ほか
■ Part 3  試行錯誤の家庭科の授業
　❶ 実践例 写真を生かした実習記録
　－自立につながる調理実習を目指して－　ほか
■これまでとこれから
　① 仲間とともに学ぶということ
　② 創る会の歴史に学び，明日の授業を創る
　－「家庭科の授業を創る会」に入会して－　ほか

おもな内容
・子どもの思考を育む家庭科の授業
　－ 「子どもの探究を促し思考を深める」学びをど

うつくるか－
・実践事例の構成と学びの構造図の見方
■ 1 自分と生活をみつめる探究的な学び
　1-1　日ごろの生活を振り返り，問い直す　
　　　　お金やものの使い方を考えよう！　ほか
■ 2 異年齢とかかわる探究的な学び 
　2-1　富山県親学びプログラムを活用した授業　
    　　　ほか
■ 3 食生活をめぐる探究的な学び 
　3-1　批判的リテラシーをとりいれた授業　
　　　　ご飯とみそ汁をおいしく作る！　ほか
・座談会  「子どもの探究を促し思考を深める」授業を

構想する—3 年間を振り返って—　　ほか


