
平成24年の新学習指導要領全面実施に向けた準備は万全ですか？

今回は，実際の授業でお役立ていただけるご提案と実践事例をお届

けいたします。

実践事例「のこぎり用ジグ」を効果的に使った木工の授業

中学校 技術・家庭科情報
保存版

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」にご期待ください！
　“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発行します！
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平成 24年度
　新学習指導要領
　　全面実施に向けて

No.7 技術分野

例をお届



　教育図書は、昭和17年創立の教科書専門出版社です。高等学校の家庭科、芸術科（書道）の教科書を中心として、
副教材・教材・教師用図書・情報発信など、先生方の授業をトータルでサポートすることを目指しております。

　数年前より、平成24年度用の中学校技術・家庭科の教科書発行に向けて準備をしておりましたが、平成22
年 4月、多くの先生方のご協力のもと編集作業を終え、文部科学省への検定申請をして参りました。今後、本
年秋頃と予想される文部科学省からの検定意見通知を経て、平成23年春には見本本を発行する予定です。

　わたしたちは、「技術・家庭科」「家庭科」教育を、これからの学校教育の中
心を担うべき教科として位置づけています。生徒の生活体験が乏しくなってい
る今、実生活に根ざした「技術・家庭科」の学習を通して、生活そのものに興
味を持ち、生活の中の科学性に気付き、そこから他教科へと関心や学習を広げ
て行く、という形が本来だと考えるからです。「技術・家庭科を通して日本の
未来を変える！」そう言える教科書が編集できたと自負しております。ぜひ、
ご期待ください。

　教科書検定中は、教科書の記述内容について、おおやけにすることができま
せん。わたしたちは、教科書発行までの期間、平成24年度からの新学習指導
要領全面実施に向けて、図書や教材の発行などをしながら、先生方に向けたさ
まざまな情報発信をして参りたいと考えております。新学習指導要領の円滑な
実施のために、お役に立てれば幸いです。

ごあいさつ
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　黄色　…選択の時間を考慮しなければ、昨年度 (2009年度 ) と同じ学習指導をします。各学校のご判断で、新学習指導要
領にそって指導することをさまたげるものではありません。

　緑色　…現行版教科書で、新学習指導要領に準じた学習指導をします。移行措置教材が必要になることなどが考えられます。
　赤色　…新版教科書で、新学習指導要領に準じた学習指導をします。
（※総則や道徳、総合的な学習の時間、特別活動については、平成21年度から新しい学習指導要領の規定を先行実施）

【中学校技術・家庭科　新学習指導要領の実施と教科書】

これまでの情報発信

今年の 1 年生の最初の授業のとき
には、技術・家庭科（技術分野）
の「ガイダンス」を行いましたか？

としょぞうきょーとん

3 年間の学習の見通しを持たせ、学習
意欲を高めるための「ガイダンス」は、
新学習指導要領のキーワードでしたね。

今年（平成 22 年度）の 1年
生が卒業するまでに、指導
内容に漏れがないよう気を
つけたいですね！
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これまで



次のページをご覧ください。

新学習指導要領現行学習指導要領
Ａ　技術とものづくり
(1) 生活や産業の中で技術の果たしている役割
　ア　技術が生活の向上や産業の発展に果たしている役割
　イ　技術と環境・エネルギー・資源との関係
(2) 製作品の設計
　ア　使用目的や使用条件に即した製作品の機能と構造
　イ　製作品に用いる材料の特徴と利用方法
　ウ　製作品の構想の表示方法と、製作に必要な図
(3) 製作に使用する工具や機器の使用方法及び加工技術
　ア　材料に適した加工法
　イ　製作品の部品加工、組立て及び仕上げ
(4) 製作に使用する機器の仕組み及び保守
　ア　機器の基本的な仕組み
　イ　機器の保守と事故防止
(5) エネルギーの変換を利用した製作品の設計・製作
　ア　 エネルギーの変換方法や力の伝達の仕組みと、製作品の

設計
　イ　製作品の組立て・調整や電気回路の配線・点検
(6) 作物の栽培
　ア　作物の種類とその生育過程及び栽培に適する環境条件
　イ　栽培する作物に即した計画と、作物の栽培

Ｂ　情報とコンピュータ
(1) 生活や産業の中で情報手段の果たしている役割
　ア　情報手段の特徴や生活とコンピュータとのかかわり
　イ　 情報化が社会や生活に及ぼす影響と、情報モラルの必要

性
(2) コンピュータの基本的な構成と機能及び操作
　ア　コンピュータの基本的な構成と機能、操作
　イ　ソフトウェアの機能
(3) コンピュータの利用
　ア　コンピュータの利用形態
　イ　ソフトウェアを用いた基本的な情報の処理
(4) 情報通信ネットワーク
　ア　情報の伝達方法の特徴と利用方法
　イ　情報の収集、判断、処理、発信
(5) コンピュータを利用したマルチメディアの活用
　ア　マルチメディアの特徴と利用方法
　イ　ソフトウェアの選択と表現や発信
(6) プログラムと計測・制御
　ア　プログラムの機能と、簡単なプログラムの作成
　イ　コンピュータを用いた簡単な計測・制御

※A(5)、(6)、B(5)、(6) の４項目のうちから 1又は 2項目を選択

ふだんの授業でお悩みはあ
りませんか？　例えば、の
こぎりの使い方。こんな使
い方もあるんだと「目から
うろこ」…かも。

今回は、内容Aに注目した内容
をお届けします。「おっ」これ
は使える？！
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Ａ　材料と加工に関する技術
(1) 生活や産業の中で利用されている技術　　
　ア　 技術が生活の向上や産業の継承と発展に果たしている役

割 

　イ　技術の進展と環境との関係
(2) 材料と加工法　
　ア　材料の特徴と利用方法
　イ　材料に適した加工法と、工具や機器の安全な使用
　ウ　材料と加工に関する技術の適切な評価・活用
(3) 材料と加工に関する技術を利用した製作品の設計・製作　
　ア　使用目的や使用条件に即した機能と構造
　イ　構想の表示方法と、製作図
　ウ　部品加工、組立て及び仕上げ

Ｂ　エネルギー変換に関する技術
(1) エネルギー変換機器の仕組みと保守点検
　ア　エネルギーの変換方法や力の伝達の仕組み
　イ　機器の基本的な仕組み、保守点検と事故防止        

　ウ　エネルギー変換に関する技術の適切な評価・活用
(2)  エネルギー変換に関する技術を利用した製作品の設計・製
作           

　ア　製作品に必要な機能と構造の選択と、設計
　イ　製作品の組立て・調整や電気回路の配線・点検

Ｃ　生物育成に関する技術
(1) 生物の生育環境と育成技術
　ア　生物の育成に適する条件と、育成環境を管理する方法        

　イ　生物育成に関する技術の適切な評価・活用
(2) 生物育成に関する技術を利用した栽培又は飼育
　ア　目的とする生物の育成計画と、栽培又は飼育

Ｄ   情報に関する技術
(1) 情報通信ネットワークと情報モラル              　
　ア　コンピュータの構成と基本的な情報処理の仕組み
　イ　 情報通信ネットワークにおける基本的な情報利用の仕組

み
　ウ　著作権や発信した情報に対する責任と、情報モラル
　エ　情報に関する技術の適切な評価・活用
(2) ディジタル作品の設計・制作                    
　ア　メディアの特徴と利用方法、制作品の設計
　イ　多様なメディアの複合による表現や発信
(3) プログラムによる計測・制御
　ア　コンピュータを利用した計測・制御の基本的な仕組み
　イ　情報処理の手順と、簡単なプログラムの作成



効果的な「のこぎり用ジグ」のご提案
　先生方のこのような声にお応えできるようなご提案

です。実際に初めてのこぎりを持った生徒で試してみ

たら、まっすぐ・すべすべに切ることができました。

　その秘密兵器は「のこぎり用ジグ」です！

　のこぎりの扱いが
下手な生徒が多いのに、
練習させる時間が
とれない。

　だれが切っても
まっすぐに切れるような
補助具はないの？

マグネット

●秘密兵器①市販のマグネット付き「のこぎり用ジグ」

●秘密兵器②手作りのマグネット付き「のこぎり用ジグ」

●秘密兵器③簡単に作れる手作り「のこぎり用ジグ」（マグネットなし）

使い方

使い方

使い方

★いずれの方法でも、ジグに沿っ

てのこぎりを動かすことによっ

て、垂直にまっすぐ切断するこ

とができます。

★ジグって何？
・ものづくりの場面で、作業や加工を補助するための道具を jig（ジグ）といいます。

・日本では「治具」という文字が当てられ、古くから工夫・利用されてきました。

・木切れで作る簡単なものから、綿密に設計して機械や装置に取りつけて利用するものまで、さまざまな種類があります。

・必要に応じて作るもので、決まった形式はありません。

・学習指導要領解説書「A(3) ウ　部品加工、組立て及び仕上げができること」に「…ジグを用いて固定したりするなど、より

　正確に作業を進めさせる」「…ジグなどを使用して、安全な使い方ができるように指導する」という記述があります。
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マグネット付き「のこぎり用ジグ」の作り方

❶基板（110ｍｍ×75mm×9mm）両面シナ張合板

❷定規板（110ｍｍ×55mm×9mm）両面シナ張合板

❸持ち手（30ｍｍ×35mm×30mm）スプルース材

❹止め棒（75ｍｍ×10mm×10mm）ひのき材

❺マグネット（厚さ3mm、直径30mm）3個

❻すべり止め（＃240、110ｍｍ×75mm）（のり付き紙やすり）

❼スコヤ　❽鋼尺　❾三つ目きり　10木工きり（直径30mm）　11えんぴつ
12木工用接着剤
＊木材は、表面と切断面が直角になっているものを用いる。

定規板に磁石の配置を決め、中心点

を鉛筆で記入する。中心点にきりで

2mmほどの深さの下穴をあける。

1
卓上ボール盤に木工きりを取り付

け、マグネットの厚さより 1mm

深い穴をあける。

2
仮に合わせてから、接着剤ではりつ

ける。30秒くらい動かさずに、押

しつけてなじませる。

3

接着ができた状態。
4

マグネットが強くはたらく面を表に

して接着し、押さえつけてなじませ

る。

5
止め棒を接着する。接着剤が固まら

ないうちにスコヤを準備する。6

スコヤをあてて、止め棒が直角にな

るように押さえながら接着する。7
基板にすべり止めの紙やすりをは

る。8
完成。

9

材料・使用工具

❶

❷

❸

❹ ❺

❻

❼

❽

❾

10

11

12
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〈材料加工〉●実践事例

「のこぎり用ジグ」を効果的に使った木工の授業
東京学芸大学附属竹早中学校　浦山浩史

❶　指導の目標

　生徒全員にのこぎりをじょうずに活用させることで、ものづくりの楽しさを実感させ、学習意欲を高める。

❷　指導の実際

　市販の「マグネット付きのこぎり用ジグ」の使用により、器用・不器用や経験による差が少なくなり、だれでもじょ

うずにのこぎりで切断できる。これによって製作の過程が楽しくなり、製作物自体への興味・関心を高めることができ、

工夫したりすることも可能となる。製作物は、形がシンプルな大きめの三段の棚。

　ジグ自体がふらふらと動かないようにする工

夫。板を加工したもの（ジグガイド）をクラン

プでしっかり固定してそれに沿ってジグを移動

させる。

　ジグのマグネットに沿って、のこぎりをゆっ

くり動かす。のこぎりがジグから離れないよう

にするために、初心者はのこぎりの角度を小さ

めにした方がむしろ失敗しない。0°～15°く

らい（0°に近い方がうまくいくようであった）。

　ジグにぴったり沿わせて切断することで、

だれが切っても、垂直ですべすべした切り口

が可能となる。かんなで切り口を削らなくて

も、木工用ボンドで接着できる。

三段棚
組立て図

■ 使用した市販のマグネット付きジグの使い方

■マグネット付きジグを使用した切り口
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ジグの使用

で切り口が

きれい！
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❶けがき。ジグの使用を見込んで、部品と

部品の間の幅は切りしろを入れて１ミリと

したが、特に問題はなかった。

❷市販のジグを切断線に合わせて、ジグガ

イドをしっかり固定する。のこぎりの使い

方は左ページ。

❹点検を行うために、仮に組み立てる。棚

板と側板の間にすき間がないかなどを確認

する。

❸4枚の棚板と2枚の側板が同じ長さに

なっているか、重ねて確認する。

❺のこぎりで切断した後、のこやすり

やハンドサンダーを使用してアール部

分をつくる。

❽ねじの取り付けは、電動ドリ

ルドライバーを利用したので、

比較的短時間で行うことができ

た。

❼側板と、天板、棚板の位置や

ねじれを点検して接着剤で接着

し、コーナークランプで軽く固

定する。

❻ネジ加工の準備。卓上ボール盤で、

通し穴・止め穴の穴あけ加工をする。

❾コーナークランプを使用して

ずれないように注意しながら組

み立てていく。

10素地みがきを行った後、適切
な大きさや形のはけを選んで塗

装する。

■ 生徒の作品

ジグの使用

により、側

板が立って

いる

　三段棚を基本に

したが、大きさや

デザインは生徒達

に自由に考えさせ

た。

！
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■ 製作の手順



2010 年 6月発行
中学校技術・家庭科情報　No.7　〈技術分野〉

21 世紀のダ・ヴィンチ，

テオ・ヤンセンの
ビーチアニマル

ご存じですか？

　オランダ人の芸術家テオ・ヤンセンは、何十体ものビーチアニマルを誕生させました。まるで生き物のよう

になめらかに歩く姿は壮観です。風など自然のエネルギーを動力としていることから、UNEP（国連環境計画）

が後援する「第１回エコ・フェスティバル」（2009年）で『エコ・アワード』を授与されました。

●テオ・ヤンセンと「材料加工」

❶　ビーチアニマルの材料

　ほとんどのビーチアニマルの材料は、オランダの

配線工事などで、ごく普通に利用されている塩ビ製

のプラスチックチューブです。加工しやすく、軽く、

入手しやすく、腐りにくいなどの理由で、DIY の

店で大量に買い込んで利用するそうです。また、部

品をつなげたりするのに、これも入手が容易で使い

勝手のよいケーブルタイ（結束バンド）を多く利用

しています。

❷　ジグの利用

　同じ大きさ・同じ形のものをたくさん作ってつな

いでいくために、ジグの使用は欠かせません。さま

ざまなジグを作って利用しているそうです。

★「テオ・ヤンセンと『エネルギー変換』」「テオ・

ヤンセンと『情報』」を、次号以降で順次ご紹介し

ていきます。

■テオ・ヤンセンのジグ（jig）

■ビーチアニマルの部品

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


