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MEXT publicly announced the Junior high school curriculum, to
be fully implemented in 2021. The guidelines order systematic learning.
That is because the student's education at Junior high school leads into
and develops in high school. However, Junior high school technology
education is difficult because the corresponding subjects are different
depending on the high school course: General, Integrated, Industrial or
Commercial.
Therefore, we prepared and distributed teaching materials used in
Junior high school technology education to high school students．As a
result we were able to see certain effects, such as a systematic grasp
of learning and accurate understanding by high school students within
General, Integrated, Industrial and Commercial courses.
Keyword：Systematic learning, Technology education, Junior high
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文部科学省より，2021年に完全実施される中学校学習指導要領が公示さ
れた。その内容の取り扱いで，中学校の学習が高等学校の学習に連携・発
展する系統的な指導が求められている。しかし中学校技術科教育は，相当
する教科が高等学校各科（普通科，総合科，工業科，商業科等）によって
専攻が異なることからその関連は難しい。
そこで中学校技術科教育で使用する実習用題材を高等学校の生徒が頒布
と製作をする試みとして実践してみたところ，普通科，総合科，工業科，
商業科の高等学校の生徒に学習の系統的把握や正確な理解度など一定の効
果をみることができた。
キーワード：中学校技術科，実習題材の製作，高等学校，系統的な学び，
正確な理解度

１．はじめに
中学校技術・家庭科技術分野（以下，中学校技術科）は，1958年告示の中学校学習指導要領で，
科学技術に関する指導を強化するため，それまで開設されていた職業・家庭科と図画工作科を，技
術・家庭科と美術科に再編成する形で新設された。
1962年当初には315時間の授業時間数であったが1︶，2012年には87．5時間となり，その目的も2021
年完全実施の中学校学習指導要領において，「生活の営みに係る見方・考え方や技術の見方・考え
方を働かせ，生活や技術に関する実践的・体験的な活動を通して，よりよい生活の実現や持続可能
な社会の構築に向けて，生活を工夫し創造する資質・能力を育成することを目指す」と大きく変遷
している2︶。しかしこれは他の教科との兼ね合い，即ち時間的制約により，今後も概ねこのまま進
めていかざるを得ないと考えられる。
現在，中学校技術科は限られた時間数でその時代に応じた内容を広く浅く学ぶことになり，発足
当初の時間をかけて取り組むものづくり学習とは少し離れたものとなっている4︶。また中学校技術
科は中学校のみ設定されている教科であり，各種高等学校の教育内容との関連性は希薄である3︶。
一方，新学習指導要領において，中学校と高等学校の教科内容の接続及び系統的な教育課程の展
開が求められた。これは，今日， 9 割以上の生徒が高等学校を卒業する状況となっている中，望ま
しい捉えと考えられる2) 3︶。
しかしながら，中学校技術科が孤立した，即ち中学校のみでの教科となり4︶，中学校での履修が
中等教育以降，有益に発展しなくなるのではと懸念される。そこで本研究では中等教育履修者の中
の高等学校の生徒に，中学校の技術科教育を継承，発展させていくにあたって新たな方法を模索
し，中学校技術科で使用する実習用題材を高等学校の生徒にその開発から頒布までの実践をさせる
ことにより，高等学校で実施される各教科との接続や系統的な学びの存在を確認する。
２．高等学校教育と中学校技術科実習用題材との関連付け
高等学校の教科は，中学校技術科以外どの学科でも，中学校の教科と直接的な連続性が認められ
る。したがって，各教科及び科目内容の細部で，「高校ではこのようになります」，あるいは「この
続きは高校で」，「なぜこうなるのかは高校で詳しくやります」，などとして，連続性があるため系
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統的な教授ができる。実際，福島県教育庁が2014年にこの教授方法を明示し，公表している5）。し
かしこの教授方法は各高等学校にその教科が存在することが前提であり，中学校技術科については
各高等学校に教科が存在せず他の各教科との間接的な連続となるため適用できない。例えば，国語
科では市川，数学科では中村の報告等があるが，いずれも各高等学校にその教科があることを前提
としての研究である6︶ 7︶。
さらに今日の中学校技術科の実習題材は，教育課程上，短時間で完成させることのできるものが
求められることから，その多くが組立キットとなり，この実態から，中学校技術科の授業内容が
キット教材の組立てのための時間になりがちである。これらの結果，教科の存在の意味が問われ不
安視する傾向が見られる4︶。即ち，教える側も高等学校教育等との連続性や系統性を見出すことが
困難なため，現状では，明確な応用や発展性を示せないまま義務教育としての技術科教育を終わら
せている。
高等学校の生徒は，将来，職業人として社会の各生産プロセスを担う一員となっていくため
に，それぞれに初等教育から中等教育まで学んでいるが，各学校教育の時間的制約などにより，教
科横断的なつながりが薄い。各教科内容が全てつながっていることを知るのは，実に高等学校卒業
後，多くの人が社会人になってからである。このことが，今日の厳しい国際化の中におかれている
日本の産業界にとって相当な負担で，即ち，職場で個別にはじめから横断的な職業教育を実施する
こととなり，さらには最終的に総合職教育にまで影響することもある。ひいては，それは日本の産
業界が望む，短期間で生産性を上げる展開に応えられない原因の一つと考えられる。中学校技術科
は，義務教育における全教科横断型の学習内容に関連しており，特に実習題材に，それが多様にそ
して明示的に含まれている。そこで，上述の問題の根本は，それを時間的制約で教えることが困難
となっていることから，高校生の時期に不足時間分を補うような実践をすればよいと筆者らは考え
た。そこで中学校技術科で使用する実習用題材を中等教育履修者である高等学校の生徒が自ら作る
ことを計画した。即ち，その開発から頒布まで実践する学習をすれば，それが，工場でのものづく
りの総合実習に他ならないものとなり，それによって横断的・縦断的で，系統的な学びが期待でき
る。併せて中学校技術科における，それぞれの生徒が関わる製作品に視点をあて，実際のものづく
りを通して完成を期待する意義について，明確に理解できるのではないかと推察した。
３．頒布のための実践と学習効果の概観
3.1

地域の好条件を鑑みた実践形態の構築

広島国際学院大学（以下，本学）は瀬戸内海工業地域にあり，さらに中国地方最大の商業都市で
ある広島市に立地する。本学地域に居住する子供たちは，望めば将来概ね地元で自らの希望する職
業に就くことが可能であり，広範に各種の中等教育また高等教育を受けることが可能な環境にある
ことが特徴である。そして本地域は，高等学校の生徒のボランティア活動などに対しても，一通り
のシステムを有している。
そこで筆者らはこの地域性を考慮した実践形態を考え，本学に隣接する畑賀地域に実験用の工場
をつくり，その目的を地域で説明し，高校生のボランティアを募集した。その結果，保護者の許可
を得て，学校種の異なる学科の生徒を集めることができた。また，広島県の多くの高等学校で
は，経済的に就学が困難である場合などを除き，生徒のアルバイト等の校外での活動を禁止してい
るため，本実践にあたり，各生徒の保護者と各所属高等学校長（担当者）に趣旨を説明し許可を得
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た。応募者の具体は，普通科，総合科，工業科，商業科の生徒， 1 年から 3 年生までの 5 名で，こ
れに有限会社平川製作所の 2 名が指導者として加わった。
生徒らは，中学校技術科で使用する実習題材を高等学校の生徒が自ら開発し，その製作から頒布
まで実践する。その過程に含まれる主たる内容としては，各中学校への営業活動，経理，開発設
計，安全性・耐久性評価，材料調達，加工組立て，製品検査，梱包出荷からアフターサービスま
で，多岐分業を要する担当がある。それらを，各生徒が全て体験しながら学習できるように細かく
ローテーションを組み，全員参加の実践を試みた。
3.2

オーダー実習題材の量産実践

上記の趣旨にもとづいて生徒 5 名は，簡単な中学校向けのオーダー実習用題材100セットの開
発・製造・納品に取り組んだ。ただし，ここでの「簡単」とは，各工程中に未成年者，年少者が従
事することが法令で禁止または制限されている，即ち，危険有害業務を含まないか，含んでいても
許容される範囲という意味であり，単純に製品製作の容易性を意味してはいない。したがって，危
険有害業務については，20歳以上の成年指導者が担当した。また，たとえ研究目的，ボランティア
での実践であっても，別途，18歳未満の年少者を雇用する場合の各法令・規定を遵守し，義務教育
を終了した高校生や15歳に満たない者を参加させる場合には，さらに特段の配慮が必要である。こ
れらのことは各生徒への実用的な労働安全衛生教育に資するものであると位置づけた。
対象とした製品は「紙コップスピーカ」である。主に中学校の理科で，音や電磁気の学習実験に
使われるが，その目的は理論の実証であるため簡易なものであり，低音質かつ脆弱である。これを
中学校技術科の実習用題材とするためには，高音質化し，また実用に耐える程度の構造にすること
も求められる。それは，受注の都度，中学校の要望等で，検討すべき要素であった。
受注の担当は，普通科と商業科の生徒が中心となったことから，ごく自然に，わかりやすさと作
りやすさに重点がおかれての討議となり，自らの中学時代の経験から率直なアイデアが次々に出さ
れ，望むかたちを短期間で得ることができた。写真 1 ，写真 2 が製品（組立て完成品）である。こ
の段階では，指導者が特にアドバイスをする必要がなかったことは特筆に値した。ただし前述のと
おり，中学生向けの実習題材であることから，法定の危険有害業務がその実習工程に含まれないよ
うに工夫する指導を徹底した。
設計，試作，安全性評価においては，工業科の生徒 2 名が中心となり，有限会社平川製作所の 1
名が指導にあたった。当然， 2 名の生徒にとっては学校で学んだレベルの実践で， 2 名とも高等学
校でこれに必要な各教科の実習レベルまでは終えているが，各教科で学んだことが系統的な理解と
なっていないため，対応できないことが多かった。そこで学校の各教科書を持参させ，具体的に関
連性を指導した結果，納得し，実践できるようになった。他の生徒 3 名も 2 名の教科書を覗きなが
ら，また先行した 2 名の姿を真似ながら覚え，同様に対応できるようになった。
製造において，素材（材料）の検査から工程管理，安全管理までを主導したのは工業科の生徒 2
名であり，普通科，総合科，商業科の生徒は，趣味の工作の程度であったため，初めは安全管理が
できなかった。例としては，工具等をばらばらに置いて効率が悪く危険であったり，有限会社平川
製作所の１名が細かく指示しなければならなかったりした状態であった。しかし，生徒同士の学校
枠と専門枠を超えた教え合いや話し合いの結果，初日の 4 時間ほどで統制がとれ，整理整頓された
安全で清潔な作業環境が生徒自らによって実現した。
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品質管理や出荷準備においては， 2 名 1 組での全品検査と，所定セット化（キット化）を実施し
た。上述の整理整頓の習慣を得たことが要因となったのか，見落としはゼロ，製品不良率は 0
（％）であり，これは一般の工場のそれと変わらなかった。
商品管理や品質保証においては，商業科の生徒が参加していることも考え，一般に実用されてい
る本式の見積書，注文書，注文請書，納品書，請求書，出荷台帳，出入金管理等を課題として取り
上げた。しかし，当該生徒は既に学校で学んでいるにもかかわらず，初めは全く対応できなかった
が，実践後は難しい商取引の流れを理解し，ほぼ完全に対応できるようになった。
これらの一連の実践により生徒は，全員が忘れ物をしなくなり，作業の一区切り毎に自発的に整
理整頓し，わからないことを自ら調べ，自己研鑽ができるように変容した。したがって，自分の持
ち物の扱い方まで変わり，大切に丁寧に扱うようになったことが特徴的な姿であった。
以上のことから筆者らは，本実践に参加した全員の生徒が，あらかじめ決められた作業手順書通
りのものづくりに従事できる力や理解度が高まるとともに，自ら実用的なオリジナルの工夫や開発
まで総合的に考えることができる程度になったと評価した。

写真１

紙コップスピーカ（全体）

写真 2

紙コップスピーカ（収納時）

４．単品題材製作による対応力向上の概観
4.1

単品オーダー題材の生産対応の実践

次に調査対象が同じ生徒 5 名で，単品オーダー題材の生産対応の実践に取り組んだ。
単品オーダーの生産は，個人が自作するものとは異なり，不特定少数の需要に応じて少数量産の
ための数個程度の原型を作ることである。したがって，一般的な試作とは区別され，少数生産用試
作などと呼ばれる。これは，概ね１万個までの量産に用いる手法のため手作業では採算が合わ
ず，また初期コストのかかる大規模量産に用いる手法にも用いないためケース・バイ・ケースで考
えなければならない。そのため，難しい試作の一つに分類されるものである。
少数生産用の試作には，あらかじめ決められた作業手順書などはなく，これに携わる者が，問題
解決にどの知識や原理原則を適用するかを判断する。当然，オーダー内容の把握ができ，気付いた
見方・考え方により問題を見いだして課題を設定し，自分なりの解決策を構想することができない
限り，経験者の指導を受けながらであっても容易に実現できない。これは中学校技術科教育の教育
課程の構造化で求める資質・能力2) 3) と合致する。
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供試題材と実践

供試題材には「簡易型雷警報機付きラジオ」を設定した。昨今，児童・生徒・学生の屋外活動で
の落雷死傷事故が発生し，文部科学省から毎年のように落雷死傷事故防止のための通達が出されて
いる8)。しかし，依然としてその対応策の一つとなるこのタイプの簡易型雷警報機は各学校，まし
てや個人に普及していない。それは，これを活用する理由で，ある程度の気象学の知識を必要とす
る難しさがあるためと考えられる。また，雷のみの探知，即ち専用機は，日常的に使用されないで
いることから便利で有益なものと位置づけられない現況が推察される。
しかし激しい雷には大雨が伴うことが多いため，これは落雷による人身被害の回避を目的とする
だけでなく，大雨による人身被害の回避，即ち，避難所への避難等にも役立つという利点もある。
したがって，簡易型雷警報機からの情報をより多く得ることは有意義である。そこで気象情報や災
害情報を提供するラジオ受信機と組み合わせて実用性を高め，中学校技術科実習用題材として用い
ることができるものを開発した。
図１に，そのブロック図を示す。これは，ループアンテナで受けた広帯域の電波をラジオ受信部
と雷警報部に分ける構造であり，稲妻を感知するとブザーが鳴動する。今日のラジオ受信機はディ
ジタル化され，市場供給されているアナログラジオ用部品が皆無に等しい状態であることから，組
立キット化にあたり，DSP（ディジタルシグナルプロセッサ）ラジオを採用した。また，雷警報機
（雷警報部）は，アナログ回路がユーマン型で，稲妻によって生じた雑電波の各周波数の電界強度
から，発生した稲妻までの距離を求めることができる。このユーマンの定理を用いた雷警報機は
ユーマン型雷警報機と呼び，広範囲に極めて精密な稲妻観測ができるのが特長である。ここでの題
材は簡易型警報機を目的にしているので，雑電波の電界強度平均値が所定レベルとなったときに警
報が出力するようにした。これらを簡単に高周波増幅，包絡線検波，比較回路，ブザー鳴動回路の
順とした。比較回路は雷雲接近速度が40km/時，稲妻到達距離（落雷範囲）が 10 km 程度を目安
としているが，安全上（避難余裕時間上），60 km 遠方の稲妻発生を感知する程度に設定する必要
がある。また，その場所で発生する極めて危険な雷雲（直上雷）もできるだけ感知すること，およ
び誤感知もできるだけ少なくすることを考慮し，観測（受信）する周波数は500 kHz とした。
4.3

実践結果

写真 3 ，写真 4 が，生徒たちがわずか 2 日間で完成させた簡易型雷警報機付きラジオである。生
徒は，DSPラジオはワンチップIC化されていて中身が見えないため，また中学校で学ぶ範囲を越え
ているため，完成品を供給することとした。そして，今日のラジオ，特に中波AMラジオ放送は，
災害時用として重視されていることから，受信機は安価なポケット型のものが主流となっている。
これらの理由で，PCB（プリント基板）は各メーカー独自の設計・生産ではなく，数社で大量生産
されたものが汎用品として供給され製品に用いられている。この実態を考慮して，ラジオ受信部に
はこの安価かつ十分な安全性検証もされている汎用品を用いることにした。次に雷警報機（雷警報
部）は，アナログ回路であり，部品数が少なくその動作を目視で確認できる。また，ループアンテ
ナを製作するための特別な工具を必要とせず精密な作業も必要としない。さらに，製作不良による
製品事故に至る可能性が低い部分であることから，中学生が実習で製作し，供給することに問題が
ないと判断した。これは熟達したメーカー技術者の立場から観ても，生徒たちの判断は合理的で
あった。即ち，製造に関するスキルが生徒全員に定着し，所謂，応用問題であるところの最も難し

キルが生徒全員に定着し，所謂，応用問題であるところの最も難しい単品のオーダー
生産にも，問題なく短期間で対応できるようになっていると思われた。
なお，高校生がこの程度の実践力に達するために要した時間は 200 時間強で，中学
校技術科の 1962 年当初の２年間ほどの授業時間数であって，現行の技術科の 87.5 時
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間の時間数だけでは，到達できないことも明らかになった。
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図 1 図１：簡易型雷警報機付きラジオのブロック図
簡易型雷警報機付きラジオのブロック図
7

写真 3

簡易型雷警報機付きラジオ（外観）

写真 5

写真 4

簡易型雷警報機付きラジオ（内部）

実験工場での生徒の製作の様子
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平川

義宏，小椋

秀一，安東

茂樹

５．実践前後における生徒の科目内容理解の変化
表１ 科目ごとの定期試験内容につい
本実践後，全員の生徒が，問題解決に必要な学校の
表１：科目ごとの定期試験内容について，実践前後の理解の向上率
て，実践前後の理解の向上率
教科が何で，どこの知識で，どのような原理原則を適
科目

理解の向上率

用すべきかを把握できるようになり，中学校技術科教

物理基礎

３７％

育の構造化で求める「気付いた見方・考え方により問

政治・経済

５６％

題を見いだして課題を設定し，自分なりの解決策を構

社会と情報

４８％

簿記・会計

８６％

科学と人間生活

４８％

とは，この実践を通じて中学校技術科で学んだことが

国語表現

４４％

身についたということであり，後期中等教育と繋がる

分析化学

７２％

製図

３６％

英語表現

３４％

想すること」に関連しているので有効である。このこ

ことを意味している。

表１は，各生徒の高等学校における各科目の理解の向上率で，それを比較して概観したものであ
次に，本人の本実践実施前後の得点がそれぞれ何パーセントの位置にあるかを素点も
補正算出して差分を求め，同一教科の 3 回の定期試験で同じ統計処理を実施し，得ら
る。即ち，各高等学校で本実践前に受けた各科目の定期試験問題を本実践後にもう一度解いてみた
れた平均値を理解の向上率とした。

結果である。各教科の得点分布表から全生徒の得点のひろがりを算出し，中央値を50％に補正して
その結果，それぞれ中学校技術科と関係している科目であるが，理解の向上率は顕
著であった。最も低い英語表現で 34％の向上，高い簿記・会計では 86％の向上であっ
全体のひろがりを100％（棄却域 5 ％）とした。次に，本人の本実践実施前後の得点がそれぞれ何
た。これらのことからも，本実践が生徒の学習理解の向上に影響することが示唆され
た。

パーセントの位置にあるかを素点も補正算出して差分を求め，同一教科の 3 回の定期試験で同じ統
計処理を実施し，得られた平均値を理解の向上率とした。

６．高等学校の評価
各生徒の本実践への参加を許可した各高等学校から，本実践を「率直なところこれ
た。最も低い英語表現で34％の向上，高い簿記・会計では86％の向上であった。これらのことから
までに聞いたことのない活動だ」と評価された。要は高校生の仲よしグループの趣味
の活動や下校後に集団で問題行動を起こすくらいなら，大人の監視下で活動するほう
も，本実践が生徒の学習理解の向上に影響することが示唆された。
がましだと考えてこのボランティア活動を認めたが，およそ半年間の活動で，当該生
徒が変容し，さまざまなことをよく考えて主体的に取り組むようになって，所謂，成
績も上がったという点が注目された。その間，当該生徒の所属する４校全てから活動
６．高等学校の評価
見学の申し入れがあり，筆者らはそれを受け入れて説明会を開き，全高校から一様に
各生徒の本実践への参加を許可した各高等学校から，本実践を「率直なところこれまでに聞いた
好評を得た。
中には，自らが学校で勉強する意味を見失って不登校気味で，退学を何度も考えて
ことのない活動だ」と評価された。要は高校生の仲よしグループの趣味の活動や下校後に集団で問
担任の先生に相談していた生徒もおり，それが別人のように変容し，笑顔で登校する
題行動を起こすくらいなら，大人の監視下で活動するほうがましだと考えてこのボランティア活動
ようになった。当該の高等学校長から「今後も本実践を継続し，発展させて欲しい」
と要請された。また生徒の全保護者からも感謝とともに好評を得た。
を認めたが，およそ半年間の活動で，当該生徒が変容し，さまざまなことをよく考えて主体的に取
このことから筆者らは，当初，実践終了後に解散する予定としていた実験工場を，
り組むようになって，所謂，成績も上がったという点が注目された。その間，当該生徒の所属する
今後も継続させることにした。今後はより地域の民間教育を担う，学校での後期中等
教育を補完できる組織の一つとなるように整備していくことにした。
4 校全てから活動見学の申し入れがあり，筆者らはそれを受け入れて説明会を開き，全高校から一

その結果，それぞれ中学校技術科と関係している科目であるが，理解の向上率は顕著であっ

様に好評を得た。
中には，自らが学校で勉強する意味を見失って不登校気味で，退学を何度も考えて担任の先生に
9
相談していた生徒もおり，それが別人のように変容し，笑顔で登校するようになった。当該の高等

学校長から「今後も本実践を継続し，発展させて欲しい」と要請された。また生徒の全保護者から
も感謝とともに好評を得た。
このことから筆者らは，当初，実践終了後に解散する予定としていた実験工場を，今後も継続さ
せることにした。今後はより地域の民間教育を担う，学校での後期中等教育を補完できる組織の一
つとなるように整備していくことにした。
７．おわりに
本研究の実践と関連した先行研究に類似や同様の内容は見受けられず，初めての試みであると推
察される。ただ，本実践に参加した生徒数が少ないこと等から，教育効果等についてはデータが数

技術科実習題材の製作と頒布による，中学校と高等学校教育の系統的学びと理解度の高まりを求める実践
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値化できるところにまで至っていない。即ち本実践，本研究はまだその端緒についたに過ぎない。
しかし，少なくとも本実践において明らかになったことは，今の日本の子供たちが本質的に，ヒト
の能力として不器用になっているのではなく，ものづくりの機会に恵まれないことが要因でできな
くなっているということである。
このことは，本実践において，難しい少数生産用の試作ができるようになるまでに，現在，実施
されている中学校技術科の時間数と合わせて，学習を含む実践に約300時間を要している。これが
1962年当初の中学校技術科の授業時間数とほぼ同じであったことからも，そう言わざるを得ないと
考える。
また，ヒトは地球上の全生物の中で唯一，高度な道具を用い，ものをつくる動物であり，今日の
高度文明社会はこのヒトの特質性によって形成されてきた。即ち，ものづくりの衰退は，高度文明
社会の衰退に直結すると言っても過言ではない。これらのことから，我々は，今後も長期にわたり
継続して活動し，より効果的で効率的な手法を探っていきたいと考えている。
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