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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

1 前回内容を確認し、本時の学習のめあてをつかむ。 

(1)前時までの学習の想起・本時の学習内容の把握 

(2)本時の学習方法の見通し・本時の学習のめあての

確   認 

○本時の内容をプロジェクタ、タブレ

ット PC を用いて説明する。 

さぐる 

2 他の人の計画表を通して、訂正をしなければいけ

ない点をさぐる。 

(1)例で挙げた木取図、組立図の訂正すべき点を発見

する。 

(2)話し合った意見を発表・共有し、課題を解決する。 

 

 

まとめる 

3 発表・共有活動を通して、本時の学習をまとめる。 

(1)本時の学習のまとめを行う。 

(2)今日学習したことを基に、自分の計画表作りに取

り組み、仕上げる。 

(3)今日の取り組みに関して、自己評価を行う。  

単元計画（全 12 時間） 

つかむ 

【1 時間】 

1. 作品の使用目的を考えた計画表の作成を通して、作品に

対する作成意識をつかむ。 

(1)作品の使用目的、使用条件を考え、作品に対する計画を

立てる。 

さぐる 

【7 時間】 

2. 製図の学習を通して、自分の作品の計画表を作成し、製

作に対する考えをさぐる。 

(1)キャビネット図・等角図のかき方、寸法のかき方を学習

する。 

(2)木取図について学習を行う。 

(3)学習した製図のかき方を基に、自分の作品の計画表を作

成する。【本時】 

まとめる 

【4 時間】 

3. 作成した計画表を通して、自分の作品を制作し、製作に

対する学習をまとめる。 

(1)作成した計画表を基に、木材へのけがきを行う。 

(2)けがきを行った木材を切断し、計画表を基に組み立てを

行う。 

(3)完成した作品と計画表、使用目的を基に作品の評価を行

う。 

第 7学年（中 1） 技術 

単元名：材料と加工に 

関する技術 

 

木取図や組立図の 
改善点を発見しよう 

○ 生徒の考えを視覚的に表現  ○ 生徒の考えを瞬時に共有 単元の目標 

○ 生活や技術に関心を持ち、作品

設計・製作を通して積極的に授

業に参加し、意欲的に学習でき

る。 

             （関心・意欲・態度） 

○ 木材・製図の特徴を理解した上

で、独自の作品の設計を行い、

計画表を通して表現できる。 

             （思考・判断・表現） 

○ 木材・製図の特徴を理解し、製  

図を実際にかき、木材を加工す

ることができる。      （技能） 

○ 木材・製図の基本的な知識を身

に付けることができる。 

                  （知識・理解） 

 

・他者の意見を積極的に取り入れようとし、話し合いに主体的に取り組もうとしている。 

（関心・意欲・態度） 

・他者の計画を見直すことを通して、自分の計画表を充実させ、製図や計画を進めることができる。 

（思考・判断・表現） 

 

本時のねらい 

本時の展開 

 

タブレット PC に班の考

えを記入させる。 
② 
C2 

タブレット PC を使い、訂

正箇所を探らせる。 

① 
B1 

班で考えた内容を、プロジ

ェクタを用いて発表させ

る。 

③ 
C1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 提示資料を参考に

訂正箇所を探る。 B1 

◇ タブレット PC、プロジェクタ 
他の生徒の製図をプレゼンテーションソ

フトでまとめて生徒に提示し、どこを訂正

すればよりよくなるのかを考えさせた。 

各班に設置したタブレット PC に表示す

ることにより、生徒同士が協働して思考を

深めることができていた。また学習プリン

トと併用することで、自分たちの考えを手

元に残すことができ、自身の作業にフィー

ドバックできていた。 

 ② 班で考えた訂正箇

所を記入する。 C2 
◇ タブレット PC 

班で考えた内容をタブレット PC 内の画

像にペン機能を用いて記入させ、訂正箇所

所を視覚的にまとめさせた。 

視覚的にまとめさせることで、班の中で

分からなかった生徒がより理解できるよう

になった。また、新たな訂正箇所を発見で

きた生徒もおり、技術の向上を見ることが

できた。タブレット PC への記入により、

話し合いよりも班内の共有度がより一層高

まり、よりよい協働作業となった。 

 ③ 班で話し合った結

果を、発表する。 C1 
◇ プロジェクタ、協働ソフト 

各班のタブレット PC の画面をプロジェ

クタで映し出し、班で話し合った結果を項

目ごとに発表をさせた。 

協働ソフトを用いることで、各班で話し

合った内容が視覚的に瞬時に全体で共有で

きるため、正しい製図について理解を深め

ることができた。また、発表中にタブレッ

ト PC を用いて注目してほしいところに○

をするなど、発表に対する工夫をすること

もできていた。 

 

 

 

 

 

 

○ タブレット PC を用いて視覚的に考えることができたので、生徒の興味を高めることができた。 
○ タブレット PC に記入したことを視覚的に、瞬時に全体で共有できるので、他者の考えのよいとこ

ろを見ることができ、生徒の考えを広げることができた。 
● タブレット PC の特性を生かした発表がスムーズにできるとよかった。 

授業を振り返って 

 

タブレット PC と学習プリントを用いて訂正箇所を探る生徒 

班の考えをタブレット PC に書き込む生徒 

プロジェクタで映した班の考えを発表する生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 前回ののこぎり引きの作業の映像をみて、作業を

振り返り、本時のめあてをつかむ。 

(1) 前回の作業の映像を見る。 

(2) 本時の学習内容を知り、めあてを確認する。 

・ 

 

 

・前回の作業の様子 

さぐる 

２ 班ごとに、今日の作業中に特に注意して調べるポ

イントの確認をする。 

(1) 全体的にもポイントを調べるが、特に注意するポ

イントは後で発表をする。 

３ 両刃のこぎりで板を切断する。 

(1) タブレットで作業の様子をお互い撮影し、自分の

作業を振り返りながらポイントについて追究し

ていく。 

 

４ 各班からわかった点を発表する。 

タブレットで録画した映像等も利用しながら、調

べたポイントについて発表する。 

 

 

 

・作業の様子の録画と確認 

 

・プロジェクタとスクリーンを利  

 用 

まとめる 

5 本時の学習をまとめ、次時の予告を聞く。 

(1) 本時の学習をまとめる。 

(2) 次時の予告を聞く。 

 

単元計画（全７時間） 

つかむ 

【２時間】 

１. 材料を切断する工具の名称や機能について知る。 

(1)材料に応じた切断のための工具を知る。 

(2)木材を切断する工具である両刃のこぎりについて、各部

の名称や構造について調べる。 

さぐる 

【４時間】 

２.材料を正確に切断するための、工具の使い方を調べる。 

(1)両刃のこぎりによる木材の切断を体験する。 

(2)考えられる使い方のポイントを調べながら、両刃のこぎ

りで木材を切断してみる。【本時】 

(3)調べてまとめた両刃のこぎりの使い方のポイントに気を

つけながら、製作品に使う材料を目的に応じて切断してい

く。 

まとめる 

【１時間】 

３. 作業のまとめと次時への継続について考える。 

(1)相互評価等をもとに、自分の作業を振り返り反省する。 

(2)次の作業が部品加工であり、今回の学習とつながるポイン

トなどを整理する。 

第 7学年（中１） 技術 

単元名：材料の切断 
 

材料に適した工具を安全
に使用できるようになろう 

○ 作業を振り返る映像提示  ○ 作業の録画による確認・修正 単元の目標 

○ 生活に関わる技術に関心をも

ち、役に立つ作品を作ろうと努

力することができる。 

（関心・意欲・態度） 

○ 利便性等を考え、材料の特徴を

活かしながら製作品の機能を

工夫することができる。 

（思考・判断・表現） 

○ 工具等の機能を理解し、材料に

応じた正確な作業をすること

ができる。       （技能） 

○ 材料の性質や工具の名称・機能

を理解している。 
（知識・理解） 

 

・より正確に材料が切断できるように、工具の使い方を工夫することができる。(関心･意欲･態度) 

・安全に留意し、工具を正しく使用して、材料を正確に切断できる。（技能） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

プロジェクタを使い映像

を見る。 
① 

A1 

 

タブレットＰＣで作業の

様子を録画する。 
② 

C2 

録画した映像を使って発

表する。 
③ 

C1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 前回の作業の様子
を見せる。 A1 

◇ プロジェクタ 
前時に体験したのこぎり引きの作業の様

子をスクリーンで見せた。自分たちの作業

の様子ということで、興味深く見せること

ができた。 

映像中の作業の様子から、気になる点を

探して発表させ、特に材料が動くことによ

る危険性に気づかせることができた。この

活動で、本時の作業への目的意識を強くす

ることができた。 

 

② 作業の様子を自分
たちで録画する。 C2 

◇ タブレット PC 

各班に割り振られた調べるポイントをも

とに作業を進めさせ、その様子をタブレッ

ト PC で録画させた。 

生徒は、自分の作業の様子を録画した映

像を見ることで、動きを確認して修正を加

えながら切断を進めることができた。この

活動では、複数の人数で映像を見ることに

なり、映像があるので意見も出やすく、自

然と活発な交流活動になった。 

 

③ 電子黒板に写して
説明する。 C1 

◇ タブレット PC、プロジェクタ 

各班で調べた結果を、タブレット PC で

録画した映像も見せながら説明させ、要点

を板書した。 

映像を見せながら説明をさせたので、ポ

イントに応じた比較や検証の結果が伝わり

やすかった。 

 

 

 

 

 

 

○ 前時の作業の様子を見せることで、本時の学習目的が明らかになった。 
○ タブレット PC による作業の様子の撮影で、自分の動きをすぐに振り返って改善でき、学級全

体に調べた内容が伝わりやすい発表ができた。 
● ポイントが多かったことで発表数が多くなり、時間内で全ての発表をさせることが難しかった。

ポイントを絞って数を減らし、比較・検討を行い、内容を充実させたい。 

授業を振り返って 

 

お互いの作業の様子を撮影している生徒 

映像を見せながら、ポイントを説明している生徒

￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥ 

前回の作業の様子を熱心に観る生徒 


