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『新学習指導要領の趣旨を生かした授業づくり』 
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「対話的で深い学び」 
他者（子ども同士、教師や地域の人々、先哲など）と
の関わりの中で、他者の行動や考え・気持ちを参照・
考慮しながら、自分の行動や考え・気持ちと照らし合
わせつつ、自分の行動の質や考えを深めていくこと。 

技術分野では、問題の解決策を互いに伝え合うこと
で、より良いものにしたり、教師と対話したりするこ
とに加えて、学校外の人材や組織との相互作用が考え
られる。また、直接、他者との対話を伴わなくても、
既製品の分解等の活動を通して、その技術の開発者が
設計に込めた意図を読み取るといったことも自らの
考えを広げ深める学びとなる。 

家庭分野では、課題の設定、計画、評価・改善とい
う学習過程の中で、他者との会話を通して、考えを明
確にしたり、他者の意見を聞き、自分の意見との相違
点や共通点を踏まえて、計画・実践等について検討し
たりする活動等を効果的に取り入れることが考えら
れる。 

 

はじめに 
 今年度も、夏休みに県内の技術・家庭科教員が一堂
に集う、「愛媛県技術・家庭科教育研究会」が東温市
立重信中学校を会場に開催されました。昨年度に引き
続き、今回も県内各地から、また小学校からも多くの
先生方の参加があり、大変うれしく思いました。来年
度も多くの先生方に参加いただき、技術・家庭科教員
のネットワークをさらに広げてほしいと願っていま
す。また、平成 33 年度には本県で中四国大会が開催さ
れます。１月末の極寒の日の夜、委員会のメンバーが
集まり、大会についての話合いを行いました。それぞ
れの立場で建設的な意見を出し合い、大会に向けてい
いスタートを切ることができました。新学習指導要領
の全面実施の年になりますが、全員が協働の精神を発
揮し、チームで創り上げる大会になればと思いますの
で、どうぞよろしくお願いします。 
 
新学習指導要領の改訂の背景 

今年度は新学習指導要領が告示され、県内でも教育
課程研究集会が開催されました。今回の改訂の背景と
して、強く意識されているのは社会の変化です。前回
の改訂においても「知識基盤社会」の到来、グローバ
ル化の進展、少子高齢化は言われていましたが、それ
に加えて人工知能（ＡＩ）の急速な進化など、様々な
領域での激しい変化は社会の構造や環境、生活や職業
などに大きな影響を及ぼし、予測不可能な時代になっ
てきました。 

最近、スーパーへ行くとセルフレジが増えており、
ある衣料量販店では、ボックスの中に商品を入れるだ
けで、何点かあるにもかかわらず瞬時に価格が計算さ
れ、そこで現金を投入すれば精算終了ということでし
た。５台ある精算機の横に、店員さんは１人でした。
労働人口が減っていくということは、理解はしてはい
ましたが、本当に人と機械が共存し、人間にしかでき
ないこと以外は、機械がする時代が近づいているんだ
と実感しました。 

感性を働かせながら、どのように社会や人生をより
良いものにしていくか、目的に応じた創造的な問題解
決ができるのが、人間の強みです。未来の創り手とな
るために必要な資質・能力を育てていく技術・家庭科
では、加速度的に変化する社会を意識し、より良い社
会を創るという目標のもと、社会と連携・協働しなが
ら指導に当たることが重要になってきていると思いま
す。 

 
 
 

 
「対話的な学び」について 
「主体的・対話的で深い学び」は、今回の改訂のキ

ーワードとして、一番よく聞く言葉ですが、少し誤解
が生じてはいないかと危惧しています。 
 一般に「対話的な学び」というと「小集団による話
合い活動」がイメージされやすいのですが、お互いに
話し合っただけでは、「対話的な深い学び」にはなり
ません。「対話」には、自己との対話も含まれること
が重要です。 

 最後に上野・筒井調査官からの「対話的な学び」に
ついてのご指導を掲載します。 

これらのことを踏まえて、それぞれの先生方が「対
話的で深い学び」の授業実践を行ってみてください。 
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【 西 条 管 区 】 

「今年度の活動を振り返って」 

西条市立東予東中学校  森川 宣典 

 本年度、管区長を務め

させていただいた中で、

多くの先生方に夏季実

技研修会の連絡や準備

等で助けていただき、感

謝しております。 

西条管区では、今年度も新居浜工業高等専門学校に

協力をしていただき、夏季実技研を行いました。LED

の点灯をコンピュータ制御する簡易な電子回路工作と

プログラミング体験。Web ブラウザの仕事を実験で体

験し、インターネットの仕組みやプロトコルについて

の講義。木綿の布に日光写真の原理で絵を染め、玉ね

ぎの外皮を煮出した液とミョウバンの焙煎液で全体を

黄色く染める、科学的な染め物体験。圧電素子を使っ

て、LED を点灯させる振動発電ウチワの製作の４講座

を体験しました。 

 新居浜工業高等専門学校の先生方の丁寧な説明と、

専門的な設備で、今年度も有意義な研修会となりまし

た。今後も新居浜工業高等専門学校との連携を進めて

いきたいと思います。 

 

【 今 治 管 区 】 

「一年間を振り返って」 

今治市立近見中学校  河野 真一 

 今治管区技術・家庭

科（技術分野）主任会

では、「生物育成に関

する技術」の内容にお

ける題材研究を行いま

した。身の回りには多

くの作物があり、それぞれの生育条件や実習における

作業内容も異なります。そこで、様々な作物を実際に

栽培して課題を検証しました。また、農業における基

本的な技術や「植物工場」などの諸課題を解決するた

めの技術についても授業で取り上げています。 

夏季実技研修会では、愛媛大学から森慎之助教授、

大西義浩准教授、附属中学校からは斧純司先生を講師

に迎え、アクティブラーニングの視点に立った授業改 

 

善やプログラミング実習の工夫について、指導・助言

をいただきました。新学習指導要領の実施に備えて、

御指導いただいた内容を生かしながら、各中学校にお

いても思考力・判断力・表現力を伸ばすための発問や

協働作業、技術を活用する場面の設定など、日々の授

業を見直していきたいと思います。 

 

【 松 山 管 区 】 

「一年間を振り返って」  

松山市立西中学校  本田 公敏 

数年ぶりに管区長を務め、

改めて管区全体で活動するこ

との難しさを感じました。 夏

季実技研修会の連絡や会場の

準備等、松山市内の若手の技

術分野担当教員をはじめ、多

くの先生方にご助力いただき

ましたこと感謝申し上げます。 

さて、夏季実技研修会では、昨年度実施したマイク

ロコンピュータ「Studuino」を使った計測・制御につ

いて研修をさらに深めるべく、Studuino を開発、サポ

ートしている（株）Artec を講師にお迎えして、

Studuino を使った計測・制御のプログラミングについ

ての研修を実施しました。ブロックで生活に関わりの

ある製品をモデルに取り上げ、授業での簡単なプログ

ラミングの実習を進めました。授業に取り入れる際の

参考となる研修を実施することができました。 

平成 33 年度中四国大会愛媛大会が予定されていま

す。会場校は未定ですが、松山市での授業公開のこと

を考え、今後の組織づくりや研究を進めるうえでの協

力体制づくりについても考えていきたいと思います。 

 

【八 幡 浜 管 区】 

「今年度の活動を振り返って」 

伊方町立伊方中学校  垣内 洋範 

 八幡浜管区の夏季実

技研修会は、昨年度同様

宇和島管区と合同で行

いました。大洲青少年交

流の家で８月１日、２日

の２日間の日程で行いました。免許外の先生にも参加

していただき、個性的な作品を作っていただいたこと

各 管 区 の １ 年 間 の 取 組 

技  術  分  野 



技･家だより      愛媛県教育研究協議会 http://aikyoken.just-size.net/gika/ 平成３０年２月１３日  （3） 

技術・家庭委員会   http://ajgika.ne.jp/~ehime/  
 

は、嬉しい出来事でした。今年度、管区長としてあり

がたかったのは、管区の先生方から多大な協力をいた

だいたことです。実践集録や技家ノート作成など、多

様な役割分担をお願いしましたが、どの先生も快くお

引き受けいただき、八幡浜管区の先生方の心の広さを

痛感した１年となりました。 

今年度末より平成 33 年度の中四国大会に向けた準

備が始まります。八幡浜管区が発表する内容もほぼ決

まり、今後は管区総がかりで発表準備に入らなければ

なりません。円滑な発表ができるよう、私もできる限

り協力していきたいと思います。 

最後になりましたが、この場をお借りして、県の各

部局の先生方、菅内の先生方にお礼申し上げます。あ

りがとうございました。 

 

【宇 和 島 管 区】 

「今年度の活動を振り返って」 

宇和島市立津島中学校  檜垣 賢一 

今年度の夏季実技研修会は、八幡浜管区と宇和島管

区合同で８月１日、２

日の２日間実施しまし

た。大洲青少年交流の

家の工作室にはエアコ

ンがあり、夏の暑い時

期に涼しく作業ができ

ました。食事のメニューも充実しており、設備面・環

境面ともにすばらしい会場でした。１日目は大村仁志

さんを迎え、ソフトマホガニー材の木材加工キットを

使用したものづくりを行いました。大村さんご自身が

開発された切断や組立の際に使用するジグは、今後授

業を行う上で参考になりました。講師として来ていた

だいた大村さんの技能や知識の豊富さを改めて感じる

ことができました。 

１日目の夕方には宇和島管内、八幡浜管内の先生方

と懇親会を行いました。先生方との交流や、情報交換

などができて大変有意義でした。今回の研修は、知識

や技能の向上だけでなく、情報交換や親睦を深める上

でもいい機会となり、充実した２日間となりました。 

来年度も合同実施ができたらいいと思っています。

南予の技術科教員の数は年々減少し免外の先生方も多

くおられます。来年度は免外の先生方にも多く参加し

ていただけるよう、内容や日程を考えたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

【 西 条 管 区 】 

「一年間を振り返って」 

新居浜市立西中学校  小野さおり 

 今年度、初めて管区長

をさせていただくこと

になり、右も左も分から

ぬままのスタートでし

た。夏季実技研修会の内

容の検討や講師依頼に

始まり、技術・家庭ノートの編集や実践集録の執筆等、

周囲の先生方に助けていただいたお蔭で何とか１年を

終えることができました。  

 夏季実技研修会では、午前は管理栄養士の玉井輝美

先生のご指導で「災害時に役立つ調理方法について」

の講義と調理実習を行いました。災害時のために備え

ておくことは勿論大事なことです。しかし、普段利用

する缶詰や乾物を上手く使いこなすことで、災害時に

支給されたものを違うメニューにしたり、工夫しだい

で簡単に温かい食事を準備したりすることができるこ

とが分かり、大変勉強になりました。午後からは、新

居浜市消費生活センターの相談員の方に来ていただき

ました。実際に市内の中学生が相談に来た事例を教え

ていただき、生徒が身近に感じる授業づくりに役立て

ることができました。 

 来年度からは、平成 33年度中・四国大会に向けての

準備も始まります。家庭科教員は少ない人数ですが、

大会に向けて先生方のご協力をお願いします。 

 

【 今 治 管 区 】 

「チーム今治」  

今治市立西中学校  門岡 千草 

 久しぶりの管区長と

なり、無事に１年間を終

えようとしています。夏

季実技研修会では、消費

者教育の内容を扱い、金

融広報アドバイザーと

の TT による模擬授業を

行いました。また、免外の先生が多数いるという現状

を踏まえ、簡単にできる被服実習を行いました。また、

今治市では愛媛大学教育学部との連携を実践してお

り、大学の先生や学生とともに、授業研究会を実施し

た。授業後は、各立場からの意見が出され、深まりの

ある研究協議となりました。 

家  庭  分  野 
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 １年間の各活動を通して感じたことは、今治市全体

が１つになることの重要さです。研修会や授業研究会

も、先生方の協力があってこそできるからです。今後

も「チーム今治」として、先生方と協力しながらチー

ム力を高めていきたいです。そのことが、教師の指導

力の向上につながり、最後には生徒のためになります。

「チーム今治」の先生方。これからも、生徒のため教

師自らがアクティブラーニングの姿勢で、一緒に頑張

りましょう！ 

 

【 松 山 管 区 】 
「今年度の活動を振り返って」 

        砥部町立砥部中学校  泉 美里 

 夏季実技研修会

は、松山市の先生

方にお世話にな

り、タブレット型

ＰＣの活用につい

て研修しました。

取扱い方や起動・終了といった基本事項から、家庭科

の授業ですぐに活用できる様々な操作方法を分かりや

すく教えて頂き、充実した研修になりました。 

 実技研修会では、研修内容はもとより、お会いした

先生方との情報交換も大きな収穫です。和気あいあい

と雑談をする中に、授業ですぐにも生かせるアイデア

を頂くことや審査のため各校が持寄った生徒作品を

見ることもまた勉強になります。それぞれの収穫を

日々の実践に生かしていきたいと思います。 

 新学習指導要領の全面実施及び愛媛大会に向け、具

体的な準備が徐々に始まると思われますが、今後も管

区・県下で連携・協力し研修を深めていきたいと思い

ます。 

 

【 八 幡 浜 管 区 】 

「活動を振り返って」 

 内子町立五十崎中学校  中岡のり子 

７月 25 日に内子中

学校にて夏季実技研

修会を行いました。今

年は、愛媛県総合教育

センター情報教育室

より講師の先生に来

ていただき､｢プレゼンテーションの在り方とパワーポ

イントの活用実習（動画編集）｣を実施しました。愛媛

県総合教育センターの出前講座の利用でしたが、分か

りやすく丁寧に説明していただきました。積極的な

ICT の活用は、授業を活性化することができ大変効果

的であることを改めて実感しました。また、生徒作品

の審査や研究協議を通して、近隣の学校の実践や授業

に役立つ情報などを意見交換することができました。

毎年、家庭科教員同士の交流の機会にもなっている夏

季実技研修会。今後も新しい家庭科教育の情報や課題

を共有しながら研修を深め、授業実践につながる活動

にしていきたいと考えています。みなさん御協力あり

がとうございました。 

 

【 宇 和 島 管 区 】 

「一年間を終えて」 

宇和島市立城南中学校  池田やよい 

 今年度は、夏季実

技研修会として、宇

和島市の食生活改善

推進協議会の方を講

師に招き、郷土料理

の調理実習を実施し

ました。講師も複数名来ていただき、きめ細かく調理

のコツを学ぶことができました。少人数ながら免許外

教員の参加もあり、充実した研修会となりました。新

学習指導要領の中で蒸し料理を扱うようになるため、

地域でよく作られている「炭酸まんじゅう」の示範も

していただきました。 

また、夏季研修以外にも、布を使った小物の段階見

本の作成、指導案の検討会、授業研究会への参加など、

機会を捉えて研修を行いました。研修中には、日頃の

悩みを話し合ったり、実践した題材の紹介をしたり、

情報交換が活発に行われました。今後は、新学習指導

要領の実施に向け、年間計画や評価に関する研修を検

討しています。 

管区５名の家庭科教員が一丸となり、指導力や専門

性の向上を目指し、更に研修を深めたいと思います。 

 

 

 

 広報局より：日頃より「技・家だより」を見ていた

だいているすべての方々に感謝申し上げます。 

 今年度より、年３回の発行となりました。印刷物を

配付しております皆様におかれましては、一部の内容

を紙面で確認することができません。今回はロボコン

愛媛大会の内容についてです。Webページ内のデータで

見ることができます。この機会にWebページをご覧くだ

さい。よろしくお願いいたします。 

 
 

 

お  知  ら  せ 
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平成 29 年 11 月 19 日（日）愛媛大学教育学部附属

中学校体育館にて、第 18回創造アイデアロボットコン

テスト愛媛県大会が開催されました。 

 

基礎部門では、ロボットの歩行というルールにより、

形は同じようなものが多く、ロボットの性能というよ

りは、競技者のコントローラ操作が勝敗を決しました。 

活用部門ではボールをすくったり、カップをひっく

り返したりするための、工夫の違いで多くのスタイル

のロボットを見ることができました。予選で圧倒的な

強さを見せていたロボットがトーナメントで敗退する

など、ロボットを操作する生徒の緊張感がロボットの

動きに伝わっていました。 

応用部門では、最大で６個という多くのモータを使

うため、複雑な機構となるロボットが多かったです。

それぞれが工夫したロボットで練習を積み重ね、スム

ーズなコントローラさばきでアイテムを差し込み合う

白熱した試合が多く見られました。 

中国・四国地区特別部門では、附属中学校のチーム

が Studuino を使ってプログラミングされたロボット

を制御するところを披露しました。人の手を借りるこ

となく自動で動くロボットは、今後の生活に導入され

ていくもので、ＡＩ（人工知能）が持つ可能性の一部

を垣間見ることができました。 

どの部門も大変盛り上がり、スタッフとして参加し

ていた私たちも見入ってしまうことが多い大会でし

た。もっと多くの学校が参加し、盛り上げていきたい

と思います。 

大会の様子                     

基礎部門「はじめてのおつかい 2017」 

 
 

活用部門「Put or take colorball」                 

 

 

応用部門 「つむつむライン」        

          

 

 

 

 

 

 

 

中国・四国地区特別部門「プログラム de OTSUKAI 2017」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１８回全国中学生創造ものづくり教育フェア創造アイデアロボットコンテスト愛媛県大会 
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各部門の結果 
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☆ 各部門１位、２位のロボット 

 

基礎部門 

第１位 真穴中１号   第２位 のりまき 

 

 

 

活用部門 

第１位 シリウス・ブラック  第２位 ＳＵＮＮＹ 

 

 

 

応用部門 

第１位 Ｔｙｏい・Ｃｏｎ  第２位 ロン 

  

〈 ロ ボ コ ン 大 賞 〉 

 


