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平成２７年度 情報技術基礎

教科（科目） 工業（情報技術基礎） 学科（コース）・学年 機械科・１学年

使用教科書 情報技術基礎（コロナ社）

副教材等 関数電卓

情報技術検定問題集２・３級Ｃ言語（実教出版）

履修単位（時間） ２単位（７０時間） 履修条件 必修

１．学習目標

○社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに、情報技術に関する基礎的 な知識と技

術を習得させ、情報及び情報手段を活用する能力と態度を育てます。

２．指導の重点

○情報モラルを身に付け、情報および情報手段を主体的に活用する能力を身につけます。

○基本的な論理回路やコンピュータの仕組みについての理解を深めるよう留意します。

○流れ図やプログラム言語を理解し、目的に応じてプログラムが作成できる能力を身に付けます。

○専門科目や実習等で必要な関数電卓の操作方法、およびワープロソフトなどを用いて情報活用ができる基礎的

な知識や技能を確実に身に付けます。

３．学習の計画

学期 学習内容 学習のねらい 時数 学習活動（評価方法）

１学期

４月

５月

６月

７月

産業社会と情報技術

情報技術の活用１

コンピュータの基礎Ⅰ

○情報化社会の現状を知り、情

報通信機器などを取扱う際の

留意 点や技術者としてのモラ

ルやセキュリティ管理等を理解

します。

○科学技術計算方法の学習を通

して、多くの情報から望ましい

情報を選択できる能力を身に

つけます。

○コンピュータの動作原理を理解

するとともに、ｎ進数による数値表

現と相互変換を学びます。

２２ ・演習，小テスト定期

考査等により、総合

的に評価します。

２学期

９月

１０月

１１月

１２月

コンピュータの基礎Ⅱ

プログラミングの基礎

○基本的な論理回路を理解し、

コンピュータの基本構成を学習

します。

○流れ図による基本的アルゴリズム

の表現方法を学びます。

○プログラミング言語の基本的なア

ルゴリズムのコーディングについて

３０ ・演習，小テスト定期

考査等、総合的に評

価します。
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学びます。

３学期

１月

２月

３月

コンピュータシステムと

情報の活用２およびコンピュー

タ制御の基礎

○ハードウェアとソフトウェアの視

点からコンピュータシステムに

関する知識を修得します。

○これまで学んだｎ進数の考え方な

どが制御技術にどう適用されるか

を学び、数値等の適切な処理方法

を身につけます。

１８ ・演習，小テスト定期

考査等、総合的に評

価します。

４．評価規準と評価方法

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

［評価規準］

情報技術に関する諸課題

について関心をもち、その

改善・向上を目指して主体

的に取り組もうとするととも

に、実践的な態度を身につ

けている。

［評価方法］

学習活動の観察、課題の

記述内容等から生徒の取

組状況を多面的に評価を

行う。

［評価規準］

情報技術に関する諸課題

の解決を目指して思考を深

め、基礎的・基本的な知識

と技術を基に、技術者とし

て適切に判断し、表現する

創造的な能力を身につ

けている。

［評価方法］

思考・判断した過程や結

果の説明などから、思考・

判断の過程と結果、充実し

た言語活動のもと適切に表

現できるかを多面的に評価

する。

［評価規準］

情報技術に関する基礎的

・基本的な技術を身に付け

、安全や環境に配慮し、合

理的な計画のもと、その技

術を適切に活用している。

［評価方法］

正しいプログラムを記述

できるなどの職業的な技能

のみならず、要求に応じた

処理手順の構築や資料を

適切に活用する技能など、

多面的に評価する。

［評価規準］

情報技術に関する基礎的

・基本的な知識を身につけ

、現代社会における工業の

意義や役割を理解している

。

［評価方法］

ペーパーテストの結果だ

けでなく、学習課題の記述

内容等から生徒の実現状

況を多面的に評価を行う。

５．その他（留意すべき点・担当者からの一言）

プログラムの基礎を身につけるなどの単純な目標にとどまらず、現代社会の一つの核となっている「情報技術」

について、工学的視点はもちろんのこと数学的視点や道徳的視点など、いろいろな角から眺めつつ学習を進めて

ください。また、学習成果を確認するため積極的に資格試験に挑戦してもらいます。日頃の家庭学習が大切にな

ってきますので、学習時間の確保に努めて下さい。
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平成２６年度 情報技術基礎

教科（科目） 工業（情報技術基礎） 学科（コース）・学年 電気科・１学年

使用教科書 情報技術基礎（実教出版）

副教材等 関数電卓

プログラミング言語翻訳環境（フリーソフトウェア）

履修単位（時間） ２単位（７０時間） 履修条件 必修

１．学習目標

○社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに、情報技術に関する基礎的 な知識と技

術を習得させ、情報及び情報手段を活用する能力と態度を育てます。

２．指導の重点

○情報モラルを身に付け、情報および情報手段を主体的に活用する能力を身につけます。

○基本的な論理回路やコンピュータの仕組みについての理解を深めるよう留意します。

○流れ図やプログラム言語を理解し、目的に応じてプログラムが作成できる能力を身に付けます。

○専門科目や実習等で必要な関数電卓の操作方法、およびワープロソフトなどを用いて情報活用ができる基礎的

な知識や技能を確実に身に付けます。

３．学習の計画

学期 学習内容 学習のねらい 時数 学習活動（評価方法）

１学期

４月

５月

６月

７月

産業社会と情報技術

情報技術の活用１

コンピュータの基礎Ⅰ

○情報化社会の現状を知り、情

報 通信機器などを取扱う際

の留意 点や技術者としての

モラルやセキュリティ管理等を

理解します。

○科学技術計算方法の学習を通

して、多くの情報から望ましい

情報を選択できる能力を身に

つけます。

○コンピュータの動作原理を理解

するとともに、ｎ進数による数 値

表現と相互変換を学びます。

２２ ・課題演習，小テスト

定期考査等により、

総合的に評価します

。

２学期

９月

１０月

１１月

１２月

コンピュータの基礎Ⅱ

プログラミングの基礎

○基本的な論理回路を理解し、

コンピュータの基本構成を学

習します。

○流れ図による基本的アルゴリズム

の表現方法を学びます。

○プログラミング言語の基本的な ア

ルゴリズムのコーディングに ついて

３０ ・演習，小テスト定期

考査等、総合的に評

価します。
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学びます。

３学期

１月

２月

３月

コンピュータシステムと情報の

活用２およびコンピュータ制御

の基礎

○ハードウェアとソフトウェアの視

点からコンピュータシステムに

関する知識を修得します。

○これまで学んだｎ進数の考え方な

どが制御技術にどう適用されるか

を学びます。

１８ ・演習，小テスト定期

考査等、総合的に評

価します。

４．評価規準と評価方法

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

［評価規準］

情報技術に関する諸課題

について関心をもち、その

改善・向上を目指して主体

的に取り組もうとするととも

に、実践的な態度を身につ

けている。

［評価方法］

学習活動の観察、課題の

記述内容等から生徒の取

組状況を多面的に評価を

行う。

［評価規準］

情報技術に関する諸課題

の解決を目指して思考を深

め、基礎的・基本的な知識

と技術を基に、技術者とし

て適切に判断し、表現する

創造的な能力を身につ

けている。

［評価方法］

思考・判断した過程や結

果の説明などから、思考・

判断の過程と結果、充実し

た言語活動のもの適切に

表現できるかを多面的に評

価する。

［評価規準］

情報技術に関する基礎的

・基本的な技術を身に付け

、安全や環境に配慮し、合

理的な計画のもと、その技

術を適切に活用している。

［評価方法］

正しいプログラムを記述

できるなどの職業的な技能

のみならず、要求に応じた

処理手順の構築や資料を

適切に活用する技能など、

多面的に評価する。

［評価規準］

情報技術に関する基礎的

・基本的な知識を身につけ

、現代社会における工業の

意義や役割を理解している

。

［評価方法］

ペーパーテストの結果だ

けでなく、学習課題の記述

内容等から生徒の実現状

況を多面的に評価を行う。

５．その他（留意すべき点・担当者からの一言）

プログラムの基礎を身につけるなどの単純な目標にとどまらず、現代社会の一つの核となっている「情報技術」

について、工学的視点はもちろんのこと数学的視点や道徳的視点など、いろいろな角から眺めつつ学習を進めて

ください。
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平成２６年度 情報技術基礎

教科（科目） 工業（情報技術基礎） 学科（コース）・学年 建築科（建築）・１学年

使用教科書 情報技術基礎（コロナ社）

副教材等 関数電卓

プログラミング言語翻訳環境（フリーソフトウェア）

履修単位（時間） ２単位（７０時間） 履修条件 必修

１．学習目標

○社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに、情報技術に関する基礎的 な知識と技

術を習得させ、情報及び情報手段を活用する能力と態度を育てます。

２．指導の重点

○情報モラルを身に付け、情報および情報手段を主体的に活用する能力を身につけます。

○基本的な論理回路やコンピュータの仕組みについての理解を深めるよう留意します。

○流れ図やプログラム言語を理解し、目的に応じてプログラムが作成できる能力を身に付けます。

○専門科目や実習等で必要な関数電卓の操作方法、およびワープロソフトなどを用いて情報活用ができる基礎

的な知識や技能を確実に身に付けます。

３．学習の計画

学期 学習内容 学習のねらい 時数 学習活動（評価方法）

１学期

４月

５月

６月

７月

産業社会と情報技術

情報技術の活用１

コンピュータの基礎Ⅰ

○情報化社会の現状を知り、情

報通信機器などを取扱う際の

留意点や技術者としてのモラ

ルやセキュリティ管理等を理解

します。

○科学技術計算方法の学習を通

して、多くの情報から望ましい

情報を選択できる能力を身に

つけます。

○コンピュータの動作原理を理解

するとともに、ｎ進数による数値表

現と相互変換を学びます。

２２ ・課題演習，小テスト

定期考査等により、

総合的に評価します

。

２学期

９月

１０月

１１月

１２月

コンピュータの基礎Ⅱ

プログラミングの基礎

○基本的な論理回路を理解し、

コンピュータの基本構成を学

習します。

○流れ図による基本的アルゴリズム

の表現方法を学びます。

○プログラミング言語の基本的な ア

ルゴリズムのコーディングに ついて

３０ ・演習，小テスト定期

考査等、総合的に評

価します。
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学びます。

３学期

１月

２月

３月

コンピュータシステムと情報の

活用２およびコンピュータ制御

の基礎

○ハードウェアとソフトウェアの視

点からコンピュータシステムに

関する知識を修得します。

○これまで学んだｎ進数の考え方な

どが制御技術にどう適用されるか

を学びます。

１８ ・演習，小テスト定期

考査等、総合的に評

価します。

４．評価規準と評価方法

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

［評価規準］

情報技術に関する諸課題

について関心をもち、その

改善・向上を目指して主体

的に取り組もうとするととも

に、実践的な態度を身につ

けている。

［評価規準］

情報技術に関する諸課題

の解決を目指して思考を深

め、基礎的・基本的な知識

と技術を基に、技術者とし

て適切に判断し、表現する

創造的な能力を身につ

けている。

［評価規準］

情報技術に関する基礎的

・基本的な技術を身に付け

、安全や環境に配慮し、合

理的な計画のもと、その技

術を適切に活用している。

［評価規準］

情報技術に関する基礎的

・基本的な知識を身につけ

、現代社会における工業の

意義や役割を理解している

。

具体的な評価の対象

・学習活動の観察、課題の記述内容等から生徒の取組状況を多面的に評価を行う。

・思考・判断した過程や結果の説明などから、適切に表現できるかを多面的に評価する。

・正しいプログラムを記述できるなどの職業的な技能のみならず、要求に応じた処理手順の構築や 資料を適切に

活用する技能など、多面的に評価する。

・筆記試験の結果だけでなく、学習課題の記述内容等から生徒の実現状況を多面的に評価を行う。

５．その他（留意すべき点・担当者からの一言）

プログラムの基礎を身につけるなどの単純な目標にとどまらず、現代社会の一つの核となっている「情報技術」

について、工学的視点はもちろんのこと数学的視点や道徳的視点など、いろいろな角から眺めつつ学習を進めて

ください。
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平成２６年度 情報技術基礎

教科（科目） 工業（情報技術基礎） 学科（コース）・学年 建築科（建築設備）・１学年

使用教科書 情報技術基礎（コロナ社）

副教材等 関数電卓

プログラミング言語翻訳環境（フリーソフトウェア）

履修単位（時間） ２単位（７０時間） 履修条件 必修

１．学習目標

○社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに、情報技術に関する基礎的な知識と技

術を習得させ、情報及び情報手段を活用する能力と態度を育てます。

２．指導の重点

○情報モラルを身に付け、情報および情報手段を主体的に活用する能力を身につけます。

○基本的な論理回路やコンピュータの仕組みについての理解を深めるよう留意します。

○流れ図やプログラム言語を理解し、目的に応じてプログラムが作成できる能力を身に付けます。

○専門科目や実習等で必要な関数電卓の操作方法、およびワープロソフトなどを用いて情報活用ができる基礎

的な知識や技能を確実に身に付けます。

３．学習の計画

学期 学習内容 学習のねらい 時数 学習活動（評価方法）

１学期

４月

５月

６月

７月

産業社会と情報技術

情報技術の活用１

コンピュータの基礎Ⅰ

○情報化社会の現状を知り、情

報通信機器などを取扱う際の留

意点や技術者としてのモラルや

セキュリティ管理等を理解しま

す。

○科学技術計算方法の学習を通

して、多くの情報から望ましい情

報を選択できる能力を身につけ

ます。

○コンピュータの動作原理を理解

するとともに、ｎ進数による数値表

現と相互変換を学びます。

２２ ・課題演習，小テスト

定期考査等により、

総合的に評価します

。

２学期

９月

１０月

１１月

１２月

コンピュータの基礎Ⅱ

プログラミングの基礎

○基本的な論理回路を理解し、

コンピュータの基本構成を学

習します。

○流れ図による基本的アルゴリズム

の表現方法を学びます。

○プログラミング言語の基本的なア

ルゴリズムのコーディングに つ

３０ ・演習，小テスト定期

考査等、総合的に評

価します。
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いて学びます。

３学期

１月

２月

３月

コンピュータシステムと情報の

活用２およびコンピュータ制御

の基礎

○ハードウェアとソフトウェアの視

点からコンピュータシステムに

関する知識を修得します。

○これまで学んだｎ進数の考え方な

どが制御技術にどう適用されるか

を学びます。

１８ ・演習，小テスト定期

考査等、総合的に評

価します。

４．評価規準と評価方法

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

［評価規準］

情報技術に関する諸課題

について関心をもち、その

改善・向上を目指して主体

的に取り組もうとするととも

に、実践的な態度を身につ

けている。

［評価方法］

学習活動の観察、課題の

記述内容等から生徒の取

組状況を多面的に評価を

行う。

［評価規準］

情報技術に関する諸課題

の解決を目指して思考を深

め、基礎的・基本的な知識

と技術を基に、技術者とし

て適切に判断し、表現する

創造的な能力を身につ

けている。

［評価方法］

思考・判断した過程や結

果の説明などから、思考・

判断の過程と結果、充実し

た言語活動のもの適切に

表現できるかを多面的に評

価する。

［評価規準］

情報技術に関する基礎的

・基本的な技術を身に付け

、安全や環境に配慮し、合

理的な計画のもと、その技

術を適切に活用している。

［評価方法］

正しいプログラムを記述

できるなどの職業的な技能

のみならず、要求に応じた

処理手順の構築や資料を

適切に活用する技能など、

多面的に評価する。

［評価規準］

情報技術に関する基礎的

・基本的な知識を身につけ

、現代社会における工業の

意義や役割を理解している

。

［評価方法］

ペーパーテストの結果だ

けでなく、学習課題の記述

内容等から生徒の実現状

況を多面的に評価を行う。

５．その他（留意すべき点・担当者からの一言）

プログラムの基礎を身につけるなどの単純な目標にとどまらず、現代社会の一つの核となっている「情報技術」

について、工学的視点はもちろんのこと数学的視点や道徳的視点など、いろいろな角から眺めつつ学習を進めて

ください。
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平成２６年度 情報技術基礎

教科（科目） 工業（情報技術基礎） 学科（コース）・学年 土木科・１学年

使用教科書 情報技術基礎（実教出版）

副教材等 関数電卓

履修単位（時間） ２単位（７０時間） 履修条件 必修

１．学習目標

○社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに、情報技術に関する基礎的 な知識と技

術を習得させ、情報及び情報手段を活用する能力と態度を育てます。

２．指導の重点

○情報モラルを身に付け、情報および情報手段を主体的に活用する能力を身につけます。

○基本的な論理回路やコンピュータの仕組みについての理解を深めるよう留意します。

○流れ図やプログラム言語を理解し、目的に応じてプログラムが作成できる能力を身に付けます。

○専門科目や実習等で必要な関数電卓の操作方法、およびワープロソフトなどを用いて情報活用ができる基礎

的な知識や技能を確実に身に付けます。

３．学習の計画

学期 学習内容 学習のねらい 時数 学習活動（評価方法）

１学期

４月

５月

６月

７月

産業社会と情報技術

情報技術の活用１

コンピュータの基礎Ⅰ

○情報化社会の現状を知り、情

報通信機器などを取扱う際の

留意 点や技術者としてのモラ

ルやセキュリティ管理等を理解

します。

○科学技術計算方法の学習を通

して、多くの情報から望ましい

情報を選択できる能力を身に

つけます。

○コンピュータの動作原理を理解

するとともに、ｎ進数による数値表

現と相互変換を学びます。

２２ ・演習，小テスト定期

考査等により、総合

的に評価します。

２学期

９月

１０月

１１月

１２月

コンピュータの基礎Ⅱ

プログラミングの基礎

○基本的な論理回路を理解し、

コンピュータの基本構成を学習

します。

○流れ図による基本的アルゴリズム

の表現方法を学びます。

○プログラミング言語の基本的なア

ルゴリズムのコーディングについて

３０ ・演習，小テスト定期

考査等、総合的に評

価します。
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学びます。

３学期

１月

２月

３月

コンピュータシステムと

情報の活用２およびコンピュー

タ制御の基礎

○ハードウェアとソフトウェアの視

点からコンピュータシステムに

関する知識を修得します。

○これまで学んだｎ進数の考え方な

どが制御技術にどう適用されるか

を学び、数値等の適切な処理方法

を身につけます。

１８ ・演習，小テスト定期

考査等、総合的に評

価します。

４．評価規準と評価方法

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

［評価規準］

情報技術に関する諸課題

について関心をもち、その

改善・向上を目指して主体

的に取り組もうとするととも

に、実践的な態度を身につ

けている。

［評価方法］

学習活動の観察、課題の

記述内容等から生徒の取

組状況を多面的に評価を

行う。

［評価規準］

情報技術に関する諸課題

の解決を目指して思考を深

め、基礎的・基本的な知識

と技術を基に、技術者とし

て適切に判断し、表現する

創造的な能力を身につ

けている。

［評価方法］

思考・判断した過程や結

果の説明などから、思考・

判断の過程と結果、充実し

た言語活動のもの適切に

表現できるかを多面的に評

価する。

［評価規準］

情報技術に関する基礎的

・基本的な技術を身に付け

、安全や環境に配慮し、合

理的な計画のもと、その技

術を適切に活用している。

［評価方法］

正しいプログラムを記述

できるなどの職業的な技能

のみならず、要求に応じた

処理手順の構築や資料を

適切に活用する技能など、

多面的に評価する。

［評価規準］

情報技術に関する基礎的

・基本的な知識を身につけ

、現代社会における工業の

意義や役割を理解している

。

［評価方法］

ペーパーテストの結果だ

けでなく、学習課題の記述

内容等から生徒の実現状

況を多面的に評価を行う。

５．その他（留意すべき点・担当者からの一言）

プログラムの基礎を身につけるなどの単純な目標にとどまらず、現代社会の一つの核となっている「情報技術」

について、工学的視点はもちろんのこと数学的視点や道徳的視点など、いろいろな角から眺めつつ学習を進めて

ください。
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平成２６年度 情報技術基礎

教科（科目） 工業（情報技術基礎） 学科（コース）・学年 工業化学科・１学年

使用教科書 情報技術基礎（実教出版）

副教材等 情報技術検定問題集２・３級ＢＡＳＩＣ（実教出版）

履修単位 （時間） ２単位（７０時間） 履修条件 必修

１．学習目標

社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに，情報技術に関する基礎的な知識と技術

を習得させ，工業の各分野において情報及び情報手段を活用する能力と態度を育てる。

２．指導の重点

○情報モラルを身に付け、情報および情報手段を主体的に活用する能力を身につけます。

○基本的な論理回路やコンピュータの仕組みについての理解を深めるよう留意します。

○流れ図やプログラム言語を理解し、目的に応じてプログラムが作成できる能力を身に付けます。

○専門科目や実習等で必要な関数電卓の操作方法、およびワープロソフトなどを用いて情報活用ができる基礎

的な知識や技能を確実に身に付けます。

３．学習の計画

学期 学習内容 学習のねらい 時数 学習活動（評価方法）

１学期

４月

５月

６月

７月

産業社会と情報技術

情報技術の活用１

コンピュータの基礎Ⅰ

○情報化社会の現状を知り、情

報通信機器などを取扱う際の

留意 点や技術者としてのモラ

ルやセキュリティ管理等を理解

します。

○科学技術計算方法の学習を通

して、多くの情報から望ましい

情報を選択できる能力を身に

つけます。

○コンピュータの動作原理を理解

するとともに、ｎ進数による数値表

現と相互変換を学びます。

２２ ・演習，小テスト定期

考査等により、総合

的に評価します。

２学期

９月

１０月

１１月

１２月

コンピュータの基礎Ⅱ

プログラミングの基礎

○基本的な論理回路を理解し、

コンピュータの基本構成を学習

します。

○流れ図による基本的アルゴリズム

の表現方法を学びます。

○プログラミング言語の基本的なア

ルゴリズムのコーディングについて

学びます。

３０ ・演習，小テスト定期

考査等、総合的に評

価します。
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３学期

１月

２月

３月

コンピュータシステムと

情報の活用２およびコンピュー

タ制御の基礎

○ハードウェアとソフトウェアの視

点からコンピュータシステムに

関する知識を修得します。

○これまで学んだｎ進数の考え方な

どが制御技術にどう適用されるか

を学び、数値等の適切な処理方法

を身につけます。

１８ ・演習，小テスト定期

考査等、総合的に評

価します。

４．評価規準と評価方法

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

［評価規準］

情報技術に関する諸課題

について関心をもち、その

改善・向上を目指して主体

的に取り組もうとするととも

に、実践的な態度を身につ

けている。

［評価方法］

学習活動の観察、課題の

記述内容等から生徒の取

組状況を多面的に評価を

行う。

［評価規準］

情報技術に関する諸課題

の解決を目指して思考を深

め、基礎的・基本的な知識

と技術を基に、技術者とし

て適切に判断し、表現する

創造的な能力を身につ

けている。

［評価方法］

思考・判断した過程や結

果の説明などから、思考・

判断の過程と結果、充実し

た言語活動のもの適切に

表現できるかを多面的に評

価する。

［評価規準］

情報技術に関する基礎的

・基本的な技術を身に付け

、安全や環境に配慮し、合

理的な計画のもと、その技

術を適切に活用している。

［評価方法］

正しいプログラムを記述

できるなどの職業的な技能

のみならず、要求に応じた

処理手順の構築や資料を

適切に活用する技能など、

多面的に評価する。

［評価規準］

情報技術に関する基礎的

・基本的な知識を身につけ

、現代社会における工業の

意義や役割を理解している

。

［評価方法］

ペーパーテストの結果だ

けでなく、学習課題の記述

内容等から生徒の実現状

況を多面的に評価を行う。

６．その他（留意すべき点・担当者からの一言）

プログラムの基礎を身につけるなどの単純な目標にとどまらず、現代社会の一つの核となっている「情報技術」

について、工学的視点はもちろんのこと数学的視点や道徳的視点など、いろいろな角から眺めつつ学習を進めて

ください。
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平成２６年度 工業技術基礎

教科（科目） 工業（工業技術基礎） 学科（コース）・学年 機械科・１学年

使用教科書 工業技術基礎（実教出版）

副教材等 プリント教材

履修単位 （時間） ３単位（１０５時間）単位 履修条件 必修

１．学習目標

実習の作業を通して、機械の各分野に関する基礎的な技術・技能を学習させ、これからの技術革新に主体的に

対応できる能力と態度を育成する。

２．指導の重点

工作機械などの危険を伴う作業を行うため、服装を正す、整理整頓、作業後の清掃等、基本をしっかりと身につ

けさせる。

３．学習の計画

学期 学習内容 学習のねらい 時数 学習活動（評価方法）

１学期

４月

～

６月

７月

１ 旋盤

ピニオン軸（段付丸棒）

２ 溶接

ガス溶接

（酸素・アセチレン）

ガス溶断

（酸素・アセチレン）

旋盤加工の基礎

旋盤の基本操作の習得

基本実習としてのピニオン軸の

製作

ガス溶接作業の習得

３３ ○実習作品

○レポートの提出

○作業の様子

２学期

９月

１０月

１１月

１２月

２ 溶接

アーク（電気）溶接

３ 仕上げ

ペーパーウェイト

アーク溶接作業の習得

工作機械を使わず、自分自身

の手、目、耳などの五感を使っ

て金属加工の感覚を養う。

４５ ○実習作品

○レポートの提出

○作業の様子

３学期

１月

～

３月

４ 鋳造

アルミ鋳造

鋳造加工の概要の学習鋳型（

砂型）の製作

アルミニウムの溶解・鋳込み実習

２７ ○実習作品

○レポートの提出

○作業の様子
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４．評価規準と評価方法

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

工業基礎の各項目に関す

る実習内容に関心をもち、

その習得・向上を目指して

主体的に取り組もうとすると

ともに、実践的な態度を身

に付けている。

工業基礎の実習項目に関

する諸課題の解決を目指し

て思考を深め、基礎的基本

的な知識と技術を基に、技

術者として適切に判断し、

表現する創造的な能力を

身に付けている。

工業基礎の実習項目に関

する基礎的・基本的な技術

を身に付け、環境に配慮し

、ものづくりを合理的に計

画し、その技術を適切に活

用している。

工業基礎の実習項目に関

する基礎的・基本的な知識

を身に付け、現代社会にお

ける工作機械の意義や役

割を理解している。

具体的な評価の対象

・実習作品の提出（完成度）

・実習レポートのまとめ、期限内の提出

・実習作業の取り組む姿勢、態度

５．その他（留意すべき点・担当者からの一言）

工業技術基礎という限られた時間の中で、しっかりと技術を身に付けてもらいたい。そのため に、聞く姿勢・態

度ができていること。常に、向上心を持ちつづけることが重要であります。失 敗は、次にステップアップするため

の通過点です。恐れず、前向きに頑張ってください。
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平成２６年度 工業技術基礎

教科（科目） 工業（工業技術基礎） 学科（コース）・学年 電気科・１年生

使用教科書 工業技術基礎（実教出版）

副教材等 工業基礎テキスト（電気科作成）

履修単位（時間） ３単位（１０５時間） 履修条件 必修

１．学習目標

○工業（特に電気）に関する基礎的技術を実験・実習又は、作品を製作することによって、各専門 分野における

技術への興味・関心を高める。

○工業の意義や役割を理解して、工業に関する広い視野と倫理観をもって工業の発展を図る意欲的 な態度を身

につける。

２．指導の重点

○作品を製作するために必要な手順・技術、倫理観を身につけさせる。

○電気基礎で学んだ理論を実験で確認させる。

○実験で確認した内容を整理・考察し、報告書を作成させて期限を守って提出させる。

３．学習の計画

学期 学習内容 学習のねらい 時数 学習活動（評価方法）

１学期

4月

5月

6月

～

7月

オリエンテーション

関数電卓指導

電気実験の基礎

オームの法則

ﾎｲｰﾄｽﾄﾝﾌﾞﾘｯｼﾞによる抵抗測

定

分流器・倍率器の設計、取扱

い

キルヒホッフの法則の実験

年間計画・報告書の作成方法等

電卓の基本操作・計算方法

電圧・電流計などの測定器の取

扱い方法

オームの法則の実験による理解

ブリッジ回路による未知抵抗の測

定

可変抵抗器で分流器・倍率器の

構成と使用方法の習得

キルヒホッフの法則の実験による

理解

３３ 電卓の操作方法を

理解し、計算式から

適切に電卓を操作

して解答きたか

【 計測実習 】

授業への取り組み

報告書の内容・提出

状況

２学期

9月

～

電気工事基礎

テスタの製作

ライントレーサー

Word、Excel

電線の接続・スイッチ、コンセント

などの取付接続・ケーブル工事等

の基本作業

電子工作の基礎・アナログ測定器

の構造および取り扱い方法

ライントレースロボットを使った基

礎的なコンピュータ制御の理解

ワードプロセッサによる文書作成、

表計算ソフトによる数値処理技術

４５ 【 製作作業実習 】

作品は完成したか

授業への取り組み

報告書の内容・提出

状況
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12月 の習得

３学期

1月

～

3月

機械実習

電気工事

文鎮の製作・真鍮丸棒の加工（罫描き

・手仕上げ・その他）

電気工事士の各要素の習得と演習

２７ 【 製作作業実習 】

作品は完成したか

授業への取り組み

報告書の内容・提出

状況

４．評価規準と評価方法

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

○工業に関する基礎的な

技術に関心を持ち、意欲

的に取り組む姿勢と実践

的な態度を身に付けよう

としているか。

・適切な服装と意欲的な態

度で取り組んでいるか。

・筆記用具、テキスト、 工

具等必要な物を自ら準

備しているか。

・話を聞く態度を身に付け

たか。

○工業に関する基礎的 な

知識と技術を基に技術

者として適切に判断し、

表現する創造的な能力

を身に付けたか。

・適切に判断し、創意工夫

しているか。

・注意事項を守り積極的

に取り組めたか。

・報告書で結果やグラフ等

が適切にまとめられ分

かりやすく表現されて

いるか。

○工業に関する基本的な

技術を身に付け安全や

環境に配慮し、ものづく

りを合理的に計画し、そ

の技術を適切に活用し

ているか。

・安全に留意し、測定方

法・結線方法等の技

能が修得できたか。

・安全に留意し、工具を

正しく使えたか。

・作品を期限までに計画

性を持って完成させるこ

とができたか。

○工業に関する基本的な

知識を身に付け、現代社

会における工業の意義

や役割を理解しているか

。

・事前に関係知識を確認

してきたか。

・実験の内容や各種測

定器の使い方を理解

し、報告書で十分な考

察ができたか。

・部品や材料の性質、お

よびや工具の使い方を

理解したか

具体的な評価の対象

○実習の取り組みの態度、関心、意欲

○作品の内容

○報告書のまとめ方

○作品・報告書の提出期限等を総合的に判断し、評価する

５．その他（留意すべき点・担当者からの一言）

○事故防止の為、注意事項はよく聴き必ず守ることが基本となります。

○工業技術基礎は、基礎的な内容が多いので、積極的に参加してよく理解しましょう。

○実習は、グループによる作業が多くなるので協力して行いましょう。

○報告書は、内容を忘れないうちに期限を厳守して早めに出しましょう。
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平成２６年度 工業技術基礎

教科（科目） 工業（工業技術基礎） 学科（コース）・学年 建築科（建築コース）・１学年

使用教科書 工業技術基礎（実教出版）、建築設計製図（実教出版）

副教材等 建築実習１（実教出版）、図解木工の継手と仕口(理工学社)、

木造建築の木取りと墨付け（井上書院) の抜粋

履修単位（時間） ２単位（７０時間） 履修条件 必修

１．学習目標

・協力の態度を養い、実験について定められた規律を守り技術者に必要な様々な資質を体験的に理解し、身に

つけるようにする。

・工業に関する基本的な知識を、機器の操作や計算を行うことにより、体で会得する。また、作業を通して作品の

製作をしたり、技能に関する実践を行い、工業（建築）の幅と深さを知る

２．指導の重点

工業の各分野（建築）に必要である基礎的な態度、技能、知識を実験・実習を通して理解し体験的に学習する。

過程を通して「考察」「設計」「制作」「検査」といった作業の流れをつかむ。

実験や試験は、確かなデータが得られるよう、計画的に確実な作業を進めていくことが大切である。また得られた

データから、どんなことがどのように結論づけできるか、考えられるような材料を提供する。

３．学習の計画

学期 学習内容 学習のねらい 時数 学習活動（評価方法）

１学期

４月

５月

６月

７月

・木材の継手加工

・鉄筋の引張試験

木構造の伝統的な接合方法

の中でも代表的な腰掛け蟻継

ぎの加工を行い、加工技術の

体得と接手の有効性を確認す

る。

鉄筋コンクリート構造用鋼材で

ある鉄筋をJISの規格に基づい

て引張試験を行い強度につい

て理解する。

２２ 鋸鑿といった、基本的な大

工道具の使い方。

・課題の作品の完成度

・レポート

・実習の取組の様子

実験への取り組み、計算、レ

ポートによる考察によって評

価する。

・レポート

・学習の様子
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２学期

９月

１０月

１１月

１２月

・材料実験

（セメント・骨材）

・木材の圧縮試験

・軸組模型の製作

セメントや骨材について、どの

ような特徴があるか実験を通し

て理解する。

木材の強度・含水率その他の

性質を調べ、構造物を構成す

る材料としての資質の適否を

検証する。

木造の小屋を製作し、構造と

部材名を確認する。

３０ 作業の経過や計測データ、

そこからの計算や考察をレ

ポートにまとめる。

・レポート

・学習の様子

実験への取り組み、計算、レ

ポートによる考察によって評

価する。

・レポート

・学習の様子

・実習の取組、

・作品の完成度

３学期

１月

～

３月

・住宅模型 住宅の図面から模型を作成し、図

面だけではつかみにくい建築物

全体の様子を､理解する。

１８ ・実習の取組、

・作品の完成度

４．評価の観点

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

工業基礎の各項目に関す

る実習内容に関心をもち、

その習得・向上を目指して

主体的に取り組もうとすると

ともに、実践的な態度を身

に付けている。

工業基礎の実習項目に関

する諸課題の解決を目指し

て思考を深め、基礎的基本

的な知識と技術を基に、技

術者として適切に判断し、

表現する創造的な能力を

身に付けている。

工業基礎の実習項目に関

する基礎的・基本的な技術

を身に付け、環境に配慮し

、ものづくりを合理的に計

画し、その技術を適切に活

用している。

工業基礎の実習項目に関

する基礎的・基本的な知識

を身に付け、現代社会にお

ける建築の意義や役割を

理解している。

具体的な評価の対象

・作業状況観察（出席状況・授業態度・参加意識等）

・レポート、各種プリント等

・作品の精度

５．その他（留意すべき点・担当者からの一言）

実験により得られたデータから何を読み取れるか、また模型等の製作等を通して、座学の授業と

関連付けながら授業に参加してみよう。
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平成２６年度 工業技術基礎

教科（科目） 工業（工業技術基礎） 学科（コース）・学年 建築科（建築設備コース）・１学年

使用教科書 工業技術基礎 （実教出版）、建築設計製図（実教出版）

副教材等 建築実習１（実教出版）

履修単位（時間） ３単位（１０５時間） 履修条件 必修

１．学習目標

・協力の態度を養い、実験について定められた規律を守り技術者に必要な様々な資質を体験的に理解し、身に

つけるようにする。

・工業に関する基礎的技術を実験実習によって体験させ、技術への興味・関心を高め、工業の意義や役割を理

解させるとともに、工業に関する広い視野を養い工業の発展を図る意欲的な態度を育てる。

２．指導の重点

設備施工に関する基礎的な技能、知識を実験・実習を通して理解し体験的に学習する。

建築物に用いられる材料の性質と強度を理解させる。

木構造の骨組みを理解させる。

３．学習の計画

学期 学習内容 学習のねらい 時数 学習活動（評価方法）

１学期

４月

５月

６月

７月

・電気基礎

・住宅外観模型

・３級技能配管作業

・中学校で学習したオームの法則の

電気回路を組み、実際に実験してみ

る。

・オシロスコープを使用し、目に見え

ない電気波形をDC,AC波形をブラウ

ン管画面で確認する。

平屋建住宅の模型製作を行う。

建築配管作業に使用する作業工具

類の名称を確認し、正しい工具の扱

い方など基本的知識を身につける。

３３ データよりオームの法則

を立証し、グラフの書き

方、計測器の使用法を

習得すると共に、オシロ

スコープの使用及び測

定法を学ぶ。

住宅の平面計画を学び

、立体的感覚を養う。

作品の精度を測定する。

また、工具を正しく使用

できているか評価する。
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２学期

９月

１０月

１１月

１２月

・３級技能空調作業

・木造住宅軸組模型

・工作実習（工具箱の製作）

冷凍空気調和機器施工作業に使用

する作業工具類の名称を確認し、正

しい工具の扱い方など基本的知識を

身につける。

木造の小屋を製作し、構造と部材名

を確認する。

ブリキ板を用いて工具箱を製作し、作

業工具の基礎知識を身につける。

４５ 作品の精度を測定する。

また、工具を正しく使用

できているか評価する。

木材で基礎、床組、軸組

、小屋組を製作する。

作品の精度を測定する。

また、工具を正しく使用

できているか評価する。

３学期

１月

～

３月

・３級技能配管作業

・３級技能空調作業

建築配管作業を行い時間内に基準

の作業を終えることができて正確に作

品が作れるようにする。

冷凍空気調和作業を行い時間内に

基準の作業を終えることができて、正

確に作品が作れるようにする。

２７ 基本技能を習得し検定

合格できる力を養う。ま

た、作品の精度を測定し

評価する。

４．評価の観点

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

工業基礎の各項目に関す

る実習内容に関心をもち、

その習得・向上を目指して

主体的に取り組もうとすると

ともに、実践的な態度を身

に付けている。

工業基礎の実習項目に関

する諸課題の解決を目指し

て思考を深め、基礎的基本

的な知識と技術を基に、技

術者として適切に判断し、

表現する創造的な能力を

身に付けている。

工業基礎の実習項目に関

する基礎的・基本的な技術

を身に付け、環境に配慮し

、ものづくりを合理的に計

画し、その技術を適切に活

用している。

工業基礎の実習項目に関

する基礎的・基本的な知識

を身に付け、現代社会にお

ける建築設備の意義や役

割を理解している。

具体的な評価の対象

・作業状況観察

・レポート

・作品

５．その他（留意すべき点・担当者からの一言）

管を万力で固定したり、他方の管を回転させたりする時に、力が必要だが、力まかせで組み立てることはケガに

つながる。方法や手順を理解すると、少ない力でも作業を進める事ができます。

学校の自転車小屋を観察し、骨組みの婦負証と役割を考えてみよう。
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平成２６年度 工業技術基礎

教科（科目） 工業（工業技術基礎） 学科（コース）・学年 土木科・１学年

使用教科書 工業技術基礎（実教出版）、測量（実教出版）

副教材等

履修単位（時間） ２単位（７０時間） 履修条件 必修

１．学習目標

○工業技術に関する諸課題に興味・関心を持たせ、さらに土木分野の基礎となる「測量」について基本的な実習

を行い知識と技術の習得を目指す。

２．指導の重点

○１班４名で１０班に分け、６人の教員で担当します。少人数制で実習が行われます。１学期、２学期は外業として

測量実習を行い、３学期には内業で計算や作図などを行います。ものづくりを合理的に計画し、その技術を適

切に活用できる授業を展開していきます。

３．学習の計画

学期 学習内容 学習のねらい 時数 学習活動（評価方法）

１学期

４月

４月

～

７月

工業技術基礎を学ぶにあた

って

トラバース測量

（閉合トラバース）

１ 距離の測定

２ 角の測定

・セオドライトのすえつけ

・角度目盛の読取りと視準

○実験や実習を通して、工業の

基礎的な技術を体験しながら、

工業技術に関する関心と広い

視野を養うことを学びます。

○校地内に５～８角形のトラバー

スを組み、骨格図を作成する手

順を学びます。また、杭の設置

に際して踏査・選点を学びます

。

○巻尺を用い測点間の距離を測

定します。基本的な水平距離の

測定法や１測長より長い場合の

測定法を学びます。

○光波付きセオドライトにて測点

間の距離を測定します。反射鏡

の据え付けや光波による距離

の測定方法を学びます。

○セオドライトを測点上に、早く、

正確にすえつけることができる

ように、セオドライトの整準、求

心を行うねじ操作、すえつけの

手順を学びます。

２２

○光波付きセオドライ

トを使っての距離測量

、セオドライトを使って

の角測量の実習を行

います。各測量では各

班に１台の器械が与え

られます。

・実習状況の様子
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○ディジタル方式のセオドライトを

用いて角度目盛の読取りと視準

の仕方を学びます。合わせて測

角野帳の記入・計算方法も学び

ます。

・測量データの提出

・実技テスト

・課題提出

２学期

９月

～

１２月

平板測量

・平板のすえつけ

・平板による骨組測量

・平板による細部測量

水準測量

・２点間の高低差の測定

・地盤高の測量

・トラバース計算演習

○整準、求心、定位のすえつけ３

条件を満足するよう、正しく測点

にすえつけることを学びます。

○閉合トラバースの測点を導線

法により所定の縮尺で正しく作

図します。

○骨格図を利用して、測点周辺

の建物などの位置を放射法で

測定し、平面図を作成します。

○レベルのすえつけ、標尺の立

て方、標尺目盛の読み方、水準

測量法について学びます。

○水準測量の野帳の記入方法（

昇降式、器高式）、水準誤差の

調整計算の仕方を学びます。

○トラバースのデータを与え、トラ

バース計算の演習を行います。

３０ ○平板を使っての平

板測量、レベルを使っ

て水準測量の実習を

行います。各班に１台

の器械が与えられます

。

・実習状況の様子

・測量データの提出

・実技テスト

・課題提出

○教科書を参考にし

ながら計算の仕方を

学びます。

３学期

１月

～

３月

・トラバース計算

・面積計算

○１学期に行ったトラバース測量

のデータから、トラバースの調

整計算を行い、作図を行いま

す。

○倍横距法による面積計算、座標法

による面積計算、三角区分法によ

る面積計算、プラニメーターによ

る面積測定を学びます。

１８ ○計算と作図を行う内

業になります。

・実習状況の様子

・課題提出

４．評価規準と評価方法

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

○土木分野での測量の目

的や役割を理解し、主体

的に取り組もうとする態

度が見られたか。

○距離測量、角測量、平板

測量、水準測量などの理

解・習得に向けて関心を

もって意欲的に取り組み

○測量の基礎的・基本的な

知識・技術を基に、目的

にあった測量を行う力

を身につけたか。

○測量データを見て、その

内容を適切に判断し、表

現する創造的な能力を

身に付けたか。

○各測量器械に関する操

作や野帳の記入・計算方

法など、基礎的技術を習

得できたか。

○測量の基礎的・基本的な

技術を適切に活用し、与

えられた計算や作図等

の課題を適切にこなす

○土木技術の中での測量

の意義や役割を理解し

ているか。

○測量に関連する用語

を理解したか。

○各測量器械操作方法、

測量データの計算方法

、平面図などの作成方
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、実践的な態度を身につ

けたか。

○学習に対する心得や態

度はどうであったか。

○効率のよい測量作業が

できるように工夫し、取

り組んだか。

ことが出来たか。 法などの知識を理解し

たか。

具体的な評価の対象

・実技試験

・測量データ、演習課題レポート

・学習状況（出席状況・授業態度など）

５．その他（留意すべき点・担当者からの一言）

測量器械が各班に１台しか与えられないので、器械に触れる時間が少なくならないよう積極的に実習に参加して

ください。計算量も多いので関数電卓の基本的な操作を身につけておいてください。
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平成２６年度 工業技術基礎

教科（科目） 工業（工業技術基礎） 学科（コース）・学年 工業化学科・１学年

使用教科書 工業技術基礎（実教出版）

副教材等 工業化学実習１（実教出版）、化学図録（数研出版）、プリント

履修単位（時間） ２単位（７０時間） 履修条件 必修

１ 学習目標

工業に関する基礎的技術を実験・実習によって体験させ、各分野における技術への興味・関心を高め、工業の

意義や役割を理解させるとともに、工業に関する広い視野を養い、工業の発展を図る意欲的な態度を育てる。

２ 指導の重点

実験の原理・基本操作・注意事項を学び、分析実習や製造実習を通して、ガラス器具名、器具の使い方、濃度計

算などの基本的なことを学ぶ。また、製図の基礎とCAD製図の基礎について学ぶ。

３ 学習の計画

学期 学習内容 学習のねらい 時数 学習活動（評価方法）

１学期

４月

５月

～

７月

１ オリエンテーション

・ガラス器具・薬品の取り扱

い

・実験・実習のレポートの作

成について

２ 基礎実験Ⅰ

(1)液体の密度・粘度の測定

(2)陽イオンの定性分析Ⅰ

(3)硫酸銅の分析Ⅰ

基礎的な化学実験を行い、実験

の操作方法、薬品の取り扱い

、器具の取り扱いについて学

ぶ。

液体の密度・粘度の測定方法

を学ぶ。

陽イオンの定性分析の方法を

学ぶ。

結晶硫酸銅中の結晶水と銅の

定量方法について学ぶ。

２２ クラス全員で行う。

実験時の態度を含め

、総合的に評価を

行う。

クラスを４班に分け、

順番にローテーション

で回り、７回で交代す

る。

いずれの実験でも、

実験後その実験のレ

ポートを提出させ、実

験時の態度を含め、

総合的に評価を行う。



学番 ８ 新潟県立新潟工業高等学校

- 91 -

２学期

９月

１０月

～

１２月

(4)製図

３ 基礎実験Ⅱ

(1)中和滴定

(2)陽イオンの定性分析Ⅱ

(3)硫酸銅の分析Ⅱ

製図の基礎について学ぶ。

化学分析の中和滴定の技術を

学び、食酢中の酢酸を定量する

。

陽イオンの定性分析の方法に

ついて学ぶ。

結晶硫酸銅中の硫酸基の定

量方法について学ぶ。

３０ クラスを４班に分け

、順番にローテーショ

ンで回り、７回で交代

する。

いずれの実験でも、

実験後その実験のレ

ポートを提出させ、実

験時の態度を含め、

総合的に評価を行う。

３学期

１月

～

３月

(4)CAD製図 CAD製図の基礎について学

ぶ。

１８ ポートを提出させ、

実験時の態度を含め

、総合的に評価を行う

。

４ 評価規準と評価方法

関心・意欲・態度 思考・判断･表現 技能 知識・理解

工業基礎の各項目に関す

る実習内容に関心をもち、

その習得・向上を目指して

主体的に取り組もうとすると

ともに、実践的な態度を身

に付けている。

工業基礎の実習項目に関

する諸課題の解決を目指し

て思考を深め、基礎的基本

的な知識と技術を基に、技

術者として適切に判断し、

表現する創造的な能力を

身に付けている。

工業基礎の実習項目に関

する基礎的・基本的な技術

を身に付け、環境に配慮し

、ものづくりを合理的に計

画し、その技術を適切に活

用している。

工業基礎の実習項目に関

する基礎的・基本的な知識

を身に付け、現代社会にお

ける化学の意義や役割を

理解している。

具体的な評価の対象

提出されたレポートの内容、提出状況、実験中の態度・服装・実験後の後始末の状況などを総合的に判断し評

価します。

５ その他（留意すべき点・担当者からの一言）

工業化学の実験・実習の基礎的な知識・技能を身に付ける科目であり、２・３年生でも継続して学ぶ科目なので、

真剣に取り組む必要があります。
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平成２６年度 課題研究

教科（科目） 工業（課題研究） 学科（コース）・学年 機械科・３学年

使用教科書 な し

副教材等 な し

履修単位（時間） ３単位 （１０５時間） 履修条件 必修

１ 学習目標

工業に関する課題を設定し、その課題解決を図る学習を通して専門知識・技術の深化及び総合化を図るとともに

、問題解決の能力や自発的、創造的な学習態度を養う。

２ 指導の重点

○工業に関する基礎的・基本的な学習の上に立って、工業に関する課題を生徒自らが設定し、課題解決を図る学

習を通して、専門的な知識と技術の深化、総合化を図るとともに、問題解決に向けて意欲的に取り組む自発的、

創造的な学習態度を育て、その能力を養う。

○生徒自らが工業に関するテーマを設定し、計画を立て、製作や調査・研究などを行い、結果を整 理・発表し、

研究を深めさせるとともに、自分で課題を見付け、自ら学び自ら考え主体的に判断し、問題をよりよく解決する資

質や能力を育成する。

３ 学習の計画 （３時間ずつ展開 ３単位１０５時間分）

学期 学習内容 学習のねらい 時数 学習活動（評価方法）

１

～

３

１ 前年度３年生の発表会の様

子を視聴

２ 班分け

３ 計画（Ｐｌａｎ）

４ 実践（Ｄｏ）

５ 評価（Ｃｈｅｃｋ）

６ 改善（Ａｃｔｉｏｎ）

７ 機械科1次発表会（11月）

８ 機械科２次発表会（1月）

９ 校内発表会

○自己の将来や生き

・職業観について学習する

。

○自分の興味と適性より大

テーマを決める。

○活動の詳細を、チームで

決めることができる。

○安全管理に留意し、協働

して作業できる。

○改善等のためのアイディ

アを出すことができる。

○チームの活動を色々なメ

ディアを使い的確に効率

よく伝える。

○客観的に自分を評価する

ことができる。

１０５ ○工業に関する課題を

考える。

○目的達成のための計

画をつくる。必要な材

料等をリストアップし予

算と照らし合わ購入す

る。

○製作等の実践に入る

。

○必要に応じて、計画や

仕様を変更する。

○自分たちの実践したこ

とを分かってもらえる

ようなプレゼンテーシ

ョンを企画・制作。

○活動をふりかえる。
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１０ 自己評価

＜参考（昨年度のテーマ）＞

エンジン分解組立、スターリングエンジン、技能検定機械加工旋盤、技能検定

機械加工マシニングセンター、LEDによる植物育成、教材開拓Ⅲ、マイコン制

御について、使えるものつくり他

４ 評価規準と評価方法

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

工業に関する課題を設定

し、その解決・改善・向上を

目指し意欲的に取り組むと

ともに、創造的、実践的な

態度を身に付ける。

工業に関する課題の解決

を目指して自ら思考を深め

、適切に判断し、創意工夫

する能力を身に付けている

。

工業に関する課題解決

の過程で技術を身に付け、

環境に配慮し、実際の仕事

を合理的に計画し、適切に

処理するとともに、その成

果を的確に表現する。

工業に関する課題解決の

過程で必要な知識を身に

付け、現代社会における工

業の意義や役割を理解し

ている。

具体的な評価の対象

評

価

の

方

法

関心･意欲･態度 思考･判断･表現 技能 知識･理解

観察記録法 ○ ○ ○ ○

問 答 法 ○ ○ ○

製 作 物 法 ◎

自己評価アンケート ○ ○ ○ ○

レ ポ ー ト 法 ○ ○ ○

プレゼンテーション法 ○ ○ ○ ○

５ その他（留意すべき点・担当者からの一言）

１、２年生までに学習したり身に付けた知識・技能をベースに生徒自身、グループ単位で目標を設定し、それを

達成させるために試行錯誤しながら創造力を働かせ、チームとしての役割分担も学びながら、最後にはミニプロ

ジェクトＸのように達成感や感動が得られるように展開する授業です。

オーダーテイカー（指示待ち）でなく、セルフスターター（自ら動く）といった社会で最も必要とされる資質・能力を

育成するものです。
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平成２６年度 課題研究

教科（科目） 工業（課題研究） 学科（コース）・学年 電気科・３学年

使用教科書 なし

副教材等 なし

履修単位（時間） ３単位（１０５時間） 履修条件 必修

１．学習目標

○工業特に電気に関する課題を設定し、その課題の解決を図る能力や創造性を養い、専門的な知識と技術・技能

を身につける。

○グループを組むことにより協調性を養う。

○製作を通して製品をまとめ上げる責任感、自発性を身につける。

２．指導の重点

○生徒自らが工業特に電気に関するテーマを設定し、計画を立てて製作や調査・研究を行い、結果 を整理・発

表することで創造性を養い、専門的な知識と技術・技能を身につけさせる。

○各種資格・検定の取得を目指した学習を行う。

○生徒の個性を伸ばし、自己実現を図る能力と態度を育て、将来の職業に対する意欲を高める。

３．学習の計画

学期 学習内容 学習のねらい 時数 学習活動（評価方法）

１学期 ○各自研究テーマを決め、

グループ分けを行う。

○年次計画の立案を行う。

○材料手配、研究、製作を

行 う。

○資格取得の場合は受験

のための学習を行い、１

学期中に試験がある資格

については受験する。

○将来の職業観や自己の生き方

をふまえて、創造性、独創性を

発揮したテーマを考える。

○上級生の発表内容や過去の研

究項目等を参考にして自分の

研究テーマを決める。同時に

似たようなテーマ毎にグルー

プを組む。

○グループ毎に研究テーマを絞

り、年次計画を立て、研究・製

作を行うことで創造性を養い、

知識と技術・技能を身につけさせ

る。

○各資格の試験に合格する。

３３ ○自分の研究テーマ

をしっかり決められた

か。

○研究テーマの年次

計画を決め、研究・

製作を進めることが

できたか。

○資格取得の学習が

進んだか。

２学期 ○研究、製作を進め作品を

完成させる。

○資格取得の場合は学習

を進め、受験をする。

○研究を深め、作品を完成させる

知識と技術・技能を身につけさ

せる。

○資格取得の場合は試験に合格

４５ ○研究を深め、作品を

完成できたか。

○試験に合格できた

かまたは合格の見込

みがあるか。
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する。

３学期 ○発表会を行う。

○課題研究をまとめ論文（

レポート）を作成する。

○グループ毎に課題研究の成果

を発表し、下級生にも見学さ

せることで発表の緊張感を持

たせる。

○論文（レポート）を作成すること

でまとめる能力を養う。

２７ ○分かり易く発表を行

うことができたか。

○論文（レポート）をう

まく作成できたか。

４．評価規準と評価方法

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

○しっかりした研究テーマ

を持ち、まとめ上げること

ができたか。

○グループで協力して行

ったか。

○資格取得のためにしっ

かりと学習ができたか。

○製作段階で問題解決の

方法がうまく行えたか。

○資格取得の学習で要領

よく行えたか。

○作品の製作に当たって

回路設計をうまく行い、

工作機械及びコンピュ

ータを使いこなせたか

。

○十分な準備をして発

表 に臨み、プレゼンテ

ーションに聴衆を意識し

工夫があるか。

○回路の意味が理解でき

たか。

○工作機械の使用技術

を習得できたか。

○コンピュータ制御の知

識が得られたか。

○資格取得の場合学習

を深めることでより多く

の資格取得ができたか

。

具体的な評価の対象

○課題研究の取り組みの深さ、関心、意欲

○作品の内容

○発表会や論文（レポート）のまとめ方

○資格取得の有無、等を総合的に判断し、評価する

５．その他（留意すべき点・担当者からの一言）

○３年生当初はまだ習っていない専門的な内容があるので、テーマ決めに苦労するので、担当教員（指導員）か

らのアドバイスが重要である。

○資格取得を希望する生徒には意欲の大切さを教え、適宜指導を加える。
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平成２６年度 課題研究

教科（科目） 工業（課題研究） 学科（コース）・学年 建築科（建築コース）・３学年

使用教科書

副教材等

履修単位（時間） ３単位（１０５時間） 履修条件 必修

１．学習目標

建築系の基本的な知識・技術をいかして自ら課題内容を選択し、その専門分野をより深めるとともに、プレゼンテーショ

ン技術の向上を図る。

２．指導の重点

・プレゼンテーション効果を高める。

・実験内容と結果について理解し、基本的知識を身に付けさせる。

・課題の主旨を理解し、技能・技術を養う。

・ものつくりや研究を通して、自己のあり方を考え、将来の生き方について深く探求させる。

３．学習の計画

学期 学習内容 学習のねらい 時数 学習活動(評価方法)

１学期

２学期

・オリエンテーション

・各課題研究

・建築科（建築コース）

課題研究発表会

・課題研究について理解させ、テー

マについて考えさせる。研究テーマ

を通じて自己のあり方を考えさせ、

専門教科の研究を深めることで将

来の生き方を探求させる。

それぞれのテーマに基づき作業を進め

専門分野の知識・技術を深める。

・建築コースの２年生を対象に各テ

ーマ毎に研究内容を発表する（２年

生は次年度の参考にする）

７８ 調整により決まったテ

ーマについて希望を

取り、実施テーマを決

定する。

テーマに対し、興味関

心を深め意欲的に取

り組めたか。

プレゼンテーション技

術の向上を図る。

３学期 校内課題研究発表会 クラス代表として全校生徒を対象に

発表する。建築系の専門分野につ

いて広く科以外に紹介する。

２７ プレゼンテーション技

術の向上を図る。

４．評価規準と評価方法

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

課題に対し自分のテーマ掲

げ、自発的に取り組めるか

課題のさまざまな諸問題に

対し、自らどのように解決し

研究内容をまとめる能力、わ

かりやすくプレゼンテーショ

基礎を理解して、それを知

識として次へ進めたかどうか
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どうか。 ていくか、また創意工夫す

る能力が身についているか

。

ンをする能力が身について

いるか。

。

各テーマにおいて実験デ

ータや作品の提出ができた

か。

具体的な評価の対象

・作業状況 学習状況

・各研究テーマの作品

５．その他（留意すべき点・担当者からの一言）

終了後の後片付けも作業の一部であることを十分自覚し、丁寧に片付ける。

これまで学んだ専門知識をいかして目標を見失わず意欲的に取り組んでほしい。

課題に対して魅力的な提案ができるよう、アイデアと表現力を身に付けてもらいたい。



学番 ８ 新潟県立新潟工業高等学校

- 98 -

平成２６年度 課題研究

教科（科目） 工業（課題研究） 学科（コース）・学年 建築科（建築設備コース）・３学年

使用教科書

副教材等

履修単位（時間） ３単位（１０５時間） 履修条件 必修

１．学習目標

建築設備の基本的な知識・技術をいかして自ら課題内容を選択し、その専門分野をより深めるとともに、プレ

ゼンテーション技術の向上を図る。

２．指導の重点

・プレゼンテーション効果を高める。

・実験内容と結果について理解し、基本的知識を身に付けさせる。

・課題の主旨を理解し、技能・技術を養う。

・ものつくりや研究を通して、自己のあり方を考え、将来の生き方について深く探求させる。

３．学習の計画

学期 学習内容 学習のねらい 時数 学習活動(評価方法)

１学期

２学期

・オリエンテーション

・各課題研究

・建築科（建築設備コース）

課題研究発表会

課題研究について理解させ、テ

ーマについて考えさせる。

それぞれのテーマに基づき作業を進

め専門分野の知識・技術を深める。

建築科設備コースの２年生を対

象に各テーマ毎に研究内容を発

表する（２年生は次年度の参考

にする）

７８ 調整により決まったテ

ーマについて希望を

取り、実施テーマを決

定する。

テーマに対し、興味関

心を深め意欲的に取り

組めたか。

プレゼンテーション技術

の向上を図る。

３学期 校内課題研究発表会 クラス代表として全校生徒を対象

に発表する。建築設備の専門分

野について広く科以外に紹介する

。

２７ プレゼンテーション技術

の向上を図る。

４．評価規準と評価方法

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

課題に対し自分のテーマ

掲げ、自発的に取り組め

るかどうか。

課題のさまざまな諸問題

に対し、自らどのように解

決していくか、また創意工

夫する能力が身について

いるか。

研究内容をまとめる能力、

わかりやすくプレゼンテー

ションをする能力が身につ

いているか。

基礎を理解して、それを

知識として次へ進めたか

どうか。

各テーマにおいて実験デ

ータや作品の提出ができた



学番 ８ 新潟県立新潟工業高等学校

- 99 -

か。

具体的な評価の対象

・学習状況

・各研究テーマの作品

５．その他（留意すべき点・担当者からの一言）

終了後の後片付けも作業の一部であることを十分自覚し、丁寧に片付ける。

これまで学んだ専門知識をいかして目標を見失わず意欲的に取り組んでほしい。

課題に対して魅力的な提案ができるよう、アイデアと表現力を身に付けてもらいたい。
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平成２６年度 課題研究

教科（科目） 工業（課題研究） 学科（コース）・学年 土木科・３年生

使用教科書 社会基盤工学（実教出版）、測量（実教出版）、土木製図（実教出版）

副教材等

履修単位（時間） ３単位（１０５時間） 履修条件 必修

１．学習目標

○土木に関する課題（道路設計・問題解決学習）を設定し、その課題の解決を図る学習を通して、専門的な

知識と技術の深化、総合化を図るとともに、問題解決能力や研究発表能力を育てることを目標とします。

・土木の専門的な知識と技術の深化

路線の計画に基づいた道路設計を行い、道路の計画、設計製図の一連を学習し目標達成を目指します。

・問題解決能力や研究発表能力の向上

生徒自らが、土木に関する興味・関心からテーマを設定し、計画、製作や調査・研究などを行い、結果を

整理・発表し問題解決能力や発表能力などを育成します。

２．指導の重点

○４月～７月

「道路設計」は、測量、製図、社会基盤、施工など、今まで学んだ知識を総合的に活用しながら、環境に

配慮した道路設計を行い、図面完成まで導いていきます。

○９月～１月

「課題解決学習」は、生徒自らが、テーマを決定し行います。課題設定、計画、製作や調査・研究などを

行い、結果を整理・発表し問題解決能力や発表能力を育成することを重点とします。

３．学習の計画

学期 学習内容 学習のねらい 時数 学習活動（評価方法）

４月～

７月

「道路設計」 ○地形図を用いて設計条件から道路

設計をします。また、曲線を通す際

には多くのことに配慮する事項を生

徒に考えさせ路線の意図を明確に

します。

３３ ・設計条件の選定

・路線の選定

・平面図作成

・円曲線計算

・縦断面図作成

以上の順序で行いま

す。どのような目的で

路線を設置したのか、

また作業進捗状況か

ら評価します。

９月～１

２月

「課題解決学習」 ○生徒自らが、土木に関する興味

、関心からテーマを決め、「課題

解決学習」を行います。課題設

定、計画、製作や調査・研究な

４５ ○自ら設定した課題を

解決できる能力が

あるかを評価の観点

とします。
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どを行い、結果を整理し、自主

的・自発的に行うことをねらいと

します。

１月 「課題解決学習」 ○結果を整理し、自ら工夫して発

表の準備・発表を行うことを目標と

します。

２７ ○研究発表能力があ

るかを評価の観点とし

ます。

４．評価規準と評価方法

「道路設計」

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

○意欲を持って積極的に授

業に取り組んでいるかな

ど、授業への取組み姿勢

で評価します。

○提出課題ノートから、思考

、判断能力、表現を評価し

ます。

○完成された図面やノートか

ら技能力を評価します。

○提出される課題により総合

的な理解度について評価

します。

「課題解決学習」

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

○意欲を持って積極的に授

業に取り組んでいるかな

ど、授業への取組み姿勢

で評価します。

○自ら定めた課題の問題

点の把握、課題解決へ

のプロセス、結果がど

のようになったのか考

察、反省を行います。こ

の流れがスムーズにで

きる思考力、判断力を

問います。 また、プレ

ゼンテーションから表

現力を評価します。

○課題の完成度から技能

力を評価します。

○課題解決方法や成果、

課題を、結論を通してま

とめ上げることができて

いるかを発表内容から

評価します。

具体的な評価の対象

・学習状況（出席状況、授業態度、意欲など）

・課題の完成度

５．その他（留意すべき点・担当者からの一言）

○「道路設計」は、それぞれ課題の提出期限が決まっており、必ず締め切りを守ることが大切です。自分らし

い、環境に配慮した道路設計を目指して欲しいです。

○「課題解決学習」は、自ら課題を見つけ、課題に対しアプローチをすることです。実社会で求められること

なので、安易に自分の設定するレベルを下げることなく、最後までねばり強く課題解決を目指して欲しいで

す。また、発表方法や表現力も工夫して行って欲しいです。
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平成２６年度 課題研究

教科（科目） 工業（課題研究） 学科（コース）・学年 工業化学科・３学年

使用教科書 特になし

副教材等 プリント等

履修単位（時間） ３単位（１０５時間） 履修条件 必修

１．学習目標

工業に関する課題を設定し、その課題解決を図る学習を通して、専門的な知識と技術の深化、総合化を図るとと

もに、問題解決能力や自発的・創造的な学習態度を育てる。

２．指導の重点

・自ら学ぶ目標を定め、主体的な学習の仕方を身につけ、体験的な学習・問題解決的な学習などを通じて、社会

の変化に対応できるよう問題解決能力を育てる。

・自発的・創造的な学習態度を育て、実践的技術者を育成する。

・生徒の個性に応じて工業技術の深化と総合化を図り、実際的な応用力を育てる。

・生徒の個性を伸ばし、自己実現を図る能力と態度を育て、将来の職業に対する意欲を高める。

３．学習の計画

学期 学習内容 学習のねらい 時数 学習活動（評価方法）

１学期

課題（テーマ）設定

グループの編成

年間計画の立案

準備

学習活動

（実験、調査・研究、製作など）

自己の将来や生き方・職業観

について考えながら、自ら学

ぶ目標を定める。

同じ課題を協力して実施でき

るようにグループをつくる。

年間計画を立案することで、

計画することの大切さを学ぶ。

目的に向かい、どのように準

備するか考える。

主体的に創意工夫して学習活動

に取り組む。

３３ 課題を決めるまでは、

図書館などで調べる。

課題、グループが決ま

ったら実習室で学習活

動をする。

・学習状況の様子

・研究日誌

・研究ノート

２学期

成果の中間まとめ

計画の修正

学習活動

学習活動の中間成果を確認

する。

中間成果をふまえ、計画の修

正が必要かどうか考える。

４５
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（実験、調査・研究、製作など）

成果のまとめ １年間を通して成果をまとめる

。

３学期 発表準備、練習

成果の発表

発表の反省、報告

プレゼンテーションソフトを使

い発表する。

２７

４．評価規準と評価方法

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

課題に対して興味、関心

を持ち、課題の解決・改善・

向上を目指し意欲的、積極

的な態度で取り組んだか。

課題に問題を見出し、観

察・実験を行い、論理的・総

合的に考えたか。発表にあ

たり、成果を充分表現でき

たか。

課題解決の過程で、環境

に配慮し、実際の仕事を合

理的に計画し、適切に処理

するとともに、その技術・技

能を身につけたか。

観察、実験、調査を通し

て課題について、自分なり

に知識を深め、原理・法則

を理解し工業の意義や役

割を理解したか。

具体的な評価の対象

年間計画、研究日誌、学習活動の参加状況（作業への取り組み、態度、協調性など）、発表、報告書などを総合的

に評価します。

５．その他（留意すべき点・担当者からの一言）

自ら学ぶ目標を定め、主体的な学習の仕方を身につけることが大切です。そのためには、課題の設定に、時間

をかけて十分検討することが必要です。年間を通して、計画的に進めることで、毎回の学習活動が自発的・創造的

に進めることができます。


