
中学校 学習指導要領の改訂及び
新教育課程編成・実施のポイント
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平成２９年１２月

大分県教育委員会

1

小学校関連 中学校関連

平成26年度
（2014年度）

平成27年度
（2015年度）

平成28年度
（2016年度）

平成29年度
（2017年度）

平成30年度
（2018年度）

平成31年度
（2019年度）

平成32年度
（2020年度）

平成33年度
（2021年度）

「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について（諮問）」（11月20日 文部科学大臣)

「教育課程企画特別部会における論点整理について（報告）」（８月26日）

「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめについて（報告）」（８月26日）

「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方
策等について（答申）」（12月21日）

「学習指導要領」告示 「学校教育法施行規則の一部を改正」（３月31日 文部科学大臣）
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学習指導要領改訂の経緯

Ⅰ 中学校学習指導要領の改訂及び新教育課程編成・実施のポイント（第１章 総説）

ポイント１－①

改訂の経緯及び基本方針
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改訂の経緯
◇今の子供たちが活躍する時代

→生産年齢人口の減少，グローバル化の進展
技術革新

◇一人一人が持続可能な社会の担い手として，
個人と社会の成長につながる新たな価値を生み
出していくことが期待される。

◇人工知能（ＡＩ）は飛躍的な進化を遂げ，人工
知能が自ら知識を概念的に理解し，思考し始め
ている。

◇一方で人工知能に思考の目的を与えたり，目的
のよさ，正しさ，美しさを判断できるのは人間
の最も大きな強み。

中央教育審議会答申において
“よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る”という

目標を学校と社会が共有し，連携・協働しながら，新しい
時代に求められる資質・能力を子供たちに育む「社会に
開かれた教育課程」の実現を目指し，学習指導要領等
が，学校，家庭，地域の関係者が幅広く共有し活用でき
る「学びの地図」としての役割を果たすことができるよう，
次の６点にわたってその枠組みを改善するとともに，各
学校において教育課程を軸に学校教育の改善・充実の
好循環を生み出す「カリキュラム・マネジメント」の実現を
目指すことなどが求められた。

①何ができるようになるか
（育成を目指す資質・能力）

②何を学ぶか
（教科を学ぶ意義と教科等間・学校段階間のつなが

りを踏まえた教育課程の編成）
③どのように学ぶか

（各教科等の指導計画の作成と実施，学習・指導の
改善・充実）

④子供一人一人の発達をどのように支援するか
（子供の発達を踏まえた指導）

⑤何が身に付いたか
（学習評価の充実）

⑥実施するために何が必要か
（学習指導要領の理念を実現するために必要な方

策）

学校教育＝子供たちが様々な変化に向き合い，
他者と協働して課題を解決していくことや，
様々な情報を見極め知識の概念的な理
解を実現し，情報を再構成するなど新た
な価値につなげていくこと，複雑な状況
の変化の中で，目的を再構築することが
できるようにすることが求められる。

予測困難な時代

ポイント１－②

ＨＰ版解説Ｐ.１～２
説明（１）
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ポイント２－①

改訂の基本方針について
ＨＰ版解説Ｐ.２～４

【改訂の基本的な考え方】
ア 「社会に開かれた教育課程の重視」
イ 知識及び技能の習得と思考力，判断力，表現力等の育成のバランスを重視する
ウ 道徳教育の充実や体験活動の重視，体育・健康に関する指導の充実

【改訂の基本方針】
○育成を目指す資質・能力の明確化

・「生きる力」をより具体化し，教育課程を通して育成
を目指す資質・能力を

ア 何を理解しているか，何ができるか
（生きて働く「知識・技能」の習得）

イ 理解していること・できることをどう使うか
（未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現

力等」の育成）
ウ どのように社会・世界と関わり，よりよい人生を送

るか
（学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向か

う力・人間性等」の涵養）
の三つの柱に整理。

・知・徳・体にわたる「生きる力」を子供たちに育むた
めに「何のために学ぶのか」という各教科を学ぶ意
義を共有しながら授業の創意工夫や教科書等の教
材の改善を引き出していくことができるようにするた
め，全ての教科等の目標及び内容を三つの柱で再
整理。

○「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業
改善の推進
・子供たちが，学習内容を人生や社会の在り方と結

び付けて深く理解し，これからの時代に求められる
資質・能力を身に付け，生涯にわたって能動的に学
び続けられるようにする。
→学習の質を一層高める授業改善の取り組みを

活性化
イ 授業の方法や技術の改善のみを意図するもので

はなく，児童生徒に目指す能力を育むための授業
改善の視点である。

エ １回の授業で全ての学びが実現されるものでは
なく，単元や題材など内容や時間のまとまりの中で
実現を図る。

オ 深い学びの鍵として「見方・考え方」を働かせるこ
とが重要になる。児童生徒が学習や人生において
「見方・考え方」を自在に働かせることができるよう
にすることに，教師の専門性の発揮が求められる。

カ 基礎的・基本的な知識及び技能の習得に課題が
ある場合には，その確実な習得を図ることを重視。

説明（１）
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「カリキュラム・マネジメント」三つの側面

ポイント２－②

ＨＰ版解説Ｐ.４～５

○教育内容の主な改善事項
〔言語能力の確実な育成〕
〔理数教育の充実〕

・必要なデータを収集・分析し，その傾向を踏まえて
課題を解決するための統計教育の充実

(小：算数 中：数学)
・自然災害に関する内容の充実(小中：理科)

〔伝統や文化に関する教育の充実〕
〔体験活動の充実〕

・生命の有限性や自然の大切さ，挑戦や他者との協
働の重要性を実感するための体験活動を充実

（小中：総則）
〔外国語の充実〕

・小学校において，中学年で「外国語活動」を，高学
年で「外国語科」を導入

・小,中,高等学校一貫した学びを重視し，外国語能力
の向上を図る目標を設定するとともに，国語教育と
の連携を図り日本語の特徴やよさに気付く指導の
充実

○生徒や学校，地域の実態を適切に把握し，教育の目的や
目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点
で組み立てていくこと（カリキュラム・デザイン）

○教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと
（ＰＤＣＡサイクル）

○教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保す
るとともにその改善を図っていくことなどを通して，教育課
程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質
の向上を図っていくこと（内外リソースの活用）

【改訂の基本方針】
○各学校におけるカリキュラム・マネジメントの推進

・各学校においては，教科等の目標や内容を見通し
学習の基盤となる資質・能力（言語能力，情報活
用能力，問題発見・解決能力等）や現代的諸課題
に対応して求められる資質・能力の育成のために
は，教科等横断的な学習を充実することや，「主
体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改
善を，単元や題材などの内容や時間のまとまりを
見通して行うことが求められる。
→学校全体として，児童生徒や学校，地域の実態
を適切に把握し，教育内容や時間の配分，必要な
人的・物的体制の確保，教育課程の実施状況に基
づく改善などを通して，教育活動の質を向上させ，
学習効果の最大化を図る。

説明（２）
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主体的･対話的で深い学び（「アクティブ・
ラーニング」）の視点からの学習過程の改善

主体的な学び

深い学び

対話的な学び

新しい時代に必要となる資質･能力の育成と，学習評価の充実

新しい時代に必要となる資質･能力を踏まえた
教科･科目等の新設や目標･内容の見直し

何を学ぶか どのように学ぶか

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を共有し，
社会と連携･協働しながら，未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む

「社会に開かれた教育課程」の実現

学習指導要領改訂の方向性

何ができるようになるか

生きて働く知識･技能の習
得など，新しい時代に求め
られる資質･能力を育成

知識の量を削減せず，質の
高い理解を図るための学習
過程の質的改善

小学校の外国語教育の教科化，高校の新科目「公共
（仮称）」の新設など

各教科等で育む資質･能力を明確化し，目標や内容を
構造的に示す

学習内容の削減は行わない※

各学校における｢カリキュラム･マネジメント｣の実現

※高校教育については，些末な事実的知識の暗記が大学入学者選抜で問われることが課題になっ
ており，そうした点を克服するため，重要用語の整理等を含めた高大接続改革等を進める。

未知の状況にも対応できる
思考力・判断力・表現力等の育成

生きて働く知識・技能の習得

学びを人生や社会に生かそうとする
学びに向かう力・人間性等の涵養

「学習指導要領改訂の基本方針をまとめると･･･（中教審答申補足資料より）
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ポイント３－①

技術・家庭科 改訂の趣旨
HP版解説P.５～６

【成果】 （「家庭，技術・家庭ワーキンググループにおける審議の取りまとめ」より）
○ものづくりを支える力などを一層高めるとともに，よりよい社会を築くために，技術を適切に評価し活用できる

能力と実践的な態度の育成を重視し，目標・内容の改善が図られてきた。

【課題】
○社会，環境及び経済といった複数の側面から技術を評価し具体的な活用方法を考え出す力の育成
○目的や条件に応じて設計する力の育成
○効率的な情報処理の手順を工夫したりする力の育成

【求められていること】
○技術の発達を主体的に支え，技術革新を牽引することができるよう，技術を評価，選択，管理・運用，改良，

応用すること
→ 社会の変化等に主体的に対応し，よりよい生活や持続可能な社会を構築していくために・・・

【目標とする資質・能力】
○実践的・体験的な活動を通して，生活や社会で利用されている技術についての基礎的な理解を図り，それらに

係る技能を身に付けるとともに，生活や社会の中から技術に関わる問題を見いだして課題を設定しそれを解決
する力や，よりよい生活や持続可能な社会の構築に向けて，適切かつ誠実に技術を工夫し創造しようとする態
度等を育成することを基本的な考え方とする。

説明（１）

Ⅱ 中学校学習指導要領の改訂及び新教育課程編成・実施のポイント（概要）
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ポイント３－②

【具体的な改善事項】
ア 指導内容の示し方の改善

〇小・中・高等学校の内容の系統性の明確化
〇空間軸と時間軸という二つの視点からの学校段階に応じた学習対象の明確化
〇学習過程を踏まえた改善

イ 教育内容の見直し
材料，加工，生物育成，エネルギー変換，情報等の専門分野を教育内容とする。
急速な発達を遂げている情報の技術に関しては，従前からの計測・制御に加えて，双方向性のあるコンテンツ

に関するプログラミングや，ネットワークやデータを活用して処理するプログラミングも題材として扱うことが考え
られる

○内容の構成
・「生活や社会を支える技術」

技術の仕組みや役割，進展等を，科学的に理解することで， 「技術の見方・考え方」に気付き，課題の解決に必
要となる知識・技能を習得させる内容

・「技術による問題解決」
習得した知識・技能を活用して，生活や社会における技術に関わる問題を解決することで，理解の深化や技能

の習熟を図るとともに，技術によって問題を解決できる力や技術を工夫し創造しようとする態度を育成する内容
・「社会の発展と技術」

自らの問題解決の結果と過程を振り返ることで，身に付けた「技術の見方・考え方」に沿って生活や社会を広く
見つめ直す内容

○教育内容の見直し
材料，加工，生物育成，エネルギー変換，情報等の専門分野を教育内容とする。
急速な発達を遂げている情報の技術に関しては，従前からの計測・制御に加えて，双方向性のあるコンテンツに

関するプログラミングや，ネットワークやデータを活用して処理するプログラミングも題材として扱うことが考えられる。

説明（２） HP版解説P.７～８
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ポイント４－① 改訂の要点
HP版解説P.１０

《目標の改善》
教科目標については，今回の改訂の基本方針を踏まえ，育成を目指す資質・能力を三つの柱により明確にし，全

体に関わる目標を柱書として示すとともに，(1)として「知識及び技能」を，(2)として「思考力，判断力，表現力等」を，
(3)として「学びに向かう力，人間性等」の目標を示すこととした。

技術の見方・考え方を働かせ，ものづくりなどの技術に関する実践的・体験的な活動を通して，技術によってよりよ
い生活や持続可能な社会を構築する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

①生活や社会で利用されている材料，加工，生物育成，エネルギー変換及び情報の技術についての基礎的な理
解を図るとともに，それらに係る技能を身に付け，技術と生活や社会，環境との関わりについて理解を深める。

② 生活や社会の中から技術に関わる問題を見いだして課題を設定し，解決策を構想し，製作図等に表現し，試作
等を通じて具体化し，実践を評価・改善するなど，課題を解決する力を養う。

③よりよい生活の実現や持続可能な社会の構築に向けて，適切かつ誠実に技術を工夫し創造しようとする実践的
な態度を養う。

《内容の改善Ⅰ》
内容については，指導事項のまとまりごとに，育成する資質・能力を三つの柱に沿って示すことが基本となるが，

特に「学びに向かう力，人間性等」については，指導事項のまとまりごとに内容を示すのではなく，教科目標及び各
分野目標においてまとめて示すこととした。

① 内容構成の改善
現代社会で活用されている多様な技術を「Ａ材料と加工の技術」，「Ｂ生物育成の技術」，「Ｃエネルギー変換の

技術」，「Ｄ情報の技術」の四つに整理し，全ての生徒に履修させる。
なお，小学校における学習との接続を重視する視点から，生物育成の技術に関する内容とエネルギー変換の

技術に関する内容の順序を入れ替えた。
技術分野で育成することを目指す資質・能力は，単に何かをつくるという活動ではなく，技術の見方・考え方を

働かせつつ，生活や社会における技術に関わる問題を見いだして課題を設定し，解決方策が最適なものとなる
よう設計・計画し，製作・制作・育成を行い，その解決結果や解決過程を評価・改善するという活動の中で効果的
に育成できると考えられる。そして，このような学習活動と育成する資質・能力との関連を図れるよう，各内容は
「生活や社会を支える技術」，「技術による問題の解決」，「社会の発展と技術」の内容の項目で構成する。

説明（１）
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ポイント４－② 改訂の要点
HP版解説P.１０

《内容の改善Ⅱ》
○現代社会で活用されている多様な技術を，四つに整理し，全ての生徒に履修させる。
○各内容を示す順序は，指導学年などを規定するものではないが，小学校における学習との接続を重視する

視点から，生物育成の技術に関する内容とエネルギー変換の技術に関する内容の順序を入れ替えた。

○学習過程と指導内容の関係
学習過程，三つの要素と資質能力の関係が整理された。
①既存の技術の理解：「技術の見方・考え方を働かせつつ」

・技術に関する原理や法則，基礎的な技術の仕組みを理解するとともに，技術の見方・考え方に気付く。
②課題の設定：「生活や社会における技術に関わる問題を見いだして課題を設定し」

・生活や社会の中から技術に関わる問題を見いだし，それに関する調査等に基づき，現状をさらに良くしたり，
新しいものを生み出したりするために解決するべき課題を設定する。

③技術に関する科学的な理解に基づいた設計・計画：「解決方策が最適なものとなるよう設計・計画し」
・課題の解決策を条件を踏まえて構想（設計・計画）し，試行・試作等を通じて解決策を具体化する。

④課題解決に向けた製作・制作・育成：「製作・制作・育成を行い」
・解決活動（製作・制作・育成）を行う。

⑤成果の評価：「その解決結果や解決過程を評価・改善する」
・解決結果及び解決過程を評価し，改善・修正する。

⑥次の問題の解決の視点
・技術についての概念の理解を深め，よりよい生活や持続可能な社会の構築に向けて，技術を評価し，選択，
管理・運用，改良，応用について考える。

〈現行〉 「Ａ 材料と加工の技術」
「Ｂ エネルギー変換の技術」
「Ｃ 生物育成の技術」
「Ｄ 情報の技術」

〈新〉 「Ａ 材料と加工の技術」
「Ｂ 生物育成の技術」
「Ｃ エネルギー変換の技術」
「Ｄ 情報の技術」

説明（２）

10



○四つの内容の各々は、三つの要素で構成される。

説明（３）

ア 生活や社会を支える技術 ＜Ａの(1) ・Ｂの(1) ・Ｃの(1)  ・Ｄの(1) ＞
イ 技術による問題の解決 ＜Ａの(2) ・Ｂの(2) ・Ｃの(2)  ・Ｄの(2)とＤの(3)＞
ウ 社会の発展と技術 ＜Ａの(3) ・Ｂの(3)  ・Ｃの(3)  ・Ｄの(4) ＞

→ → →
過
程
の
評
価

　
　
　
と
修
正

過
程
の
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と
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↓ ↓ ↓
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図　　学習過程と要素の関係

学
習
過
程

㋐
既
存
の

　
　
　
技
術
の
理
解
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少ない授業時数の中で，
技術を評価し，選択，管
理・運用，改良，応用する
力を育成し，技術の見方・
考え方の能力を向上させ
るためには，これまで大き
なウエイトが置かれてきた
「製作・制作・育成」から，
今後は設計・計画」等の
「工夫するものづくり」に移
していく必要がある。

・下図に示すように学習過程の㋐は要素のⓐに，学習過程の㋑～㋔は要素ⓑに，学習過程の㋕は要素のⓒに関
係している。また、各学習過程の間にも評価を取り入れ，各課程を振り返ることが重要である。

HP版解説P.１０～１１

ポイント４－③
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《履修方法の改善》
○技術に関する教育を体系的に行うために，第１学年の最初に扱う内容の「生活や社会を支える技術」の項目は，

小学校での学習を踏まえた中学校での学習のガイダンス的な内容としても指導。
○分野目標の実現に向け，高等学校との関連を踏まえるとともに，現代社会で活用されている多くの技術がシス

テム化されている実態に対応するために，第３学年で取り上げる内容の「技術による問題の解決」の項目では，
他の内容の技術も含めた統合的な問題について取り扱う。

《社会の変化への対応》
指導内容については，生活や社会において様々な技術が複合して利用されている現状を踏まえ，各技術に関連

した専門分野における重要な概念等を基にしたものとする。
○急速な発達を遂げている情報の技術に関して
・小学校におけるプログラミング教育の成果を生かし発展させるという視点から，従前からの計測・制御に加えて，

ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングについても取り上げる。加えて，情報セキュ
リティ等についても充実する。

○技術の発達を支え，技術改革を牽引するために必要な資質・能力を育成する視点から
・知的財産を創造，保護及び活用していこうとする態度や使用者・生産者の安全に配慮して設計・製作するなど

の倫理観の育成を重視。
・技術の高度化や産業構造の変化等の社会の変化を踏まえ，我が国に根付いているものづくりの文化や伝統的

な技術の継承，技術革新及びそれを担う職業・産業への関心，経済的主体等として求められる働くことの意義
の理解，他者と協働して粘り強く物事を前に進めようとすること，安全な生活や社会づくりに貢献しようとするこ
となどを重視。

説明（３）

ポイント４－③

HP版解説P.１１

12
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ポイント５

技術・家庭科の目標（改善の要点 目標の改善）
HP版解説P.１６～１７ (P.８～９)

【目標の改善】
○教科目標は,育成を目指す資質・能力を三つの柱により明確にし,全体に関わる目標を柱書きとして示すとともに，
(1)として「知識及び技能等」を,
(2)として「思考力,判断力,表現力等」を,
(3)として「学びに向かう力,人間性等」の目標を示す。
○質の高い深い学びを実現するために,技術・家庭科の特質に応じた物事を捉える視点や考え方（見方・考え方）を
働かせることを示す。

説明

（技術・家庭科 目標）
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・能力を次のとおり育成するこ
とを目指す。

(1) 生活と技術についての基礎的な理解を図るとともに，それらに係る技能
を身に付けるようにする。

(2) 生活や社会の中から問題を見いだして課題を設定し，解決策を構想し，
実践を評価・改善し，表現するなど，課題を解決する力を養う。

(3) 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
造しようとする実践的な態度を養う。

柱書

知識及び技能等

思考力,判断力,表現力等

学びに向かう力,人間性等

今回の改訂では，育成を目指す資質・能力は三つの柱に沿って示されており，これらが偏りなく実現できるようにす
ることが大切である。

15

「技術分野の目標」

技術の見方・考え方を働かせ，ものづくりなどの技術に関する実践的・体験
的な活動を通して，技術によってよりよい生活や持続可能な社会を構築する資
質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1) 生活や社会で利用されている材料，加工，生物育成，エネルギー変換及
び情報の技術についての基礎的な理解を図るとともに，それらに係る技能
を身に付け，技術と生活や社会，環境との関わりについて理解を深める。

(2) 生活や社会の中から技術に関わる問題を見いだして課題を設定し，解決
策を構想し，製作図等に表現し，試作等を通じて具体化し，実践を評価・
改善するなど，課題を解決する力を養う。

(3) よりよい生活の実現や持続可能な社会の構築に向けて，適切かつ誠実に
技術を工夫し創造しようとする実践的な態度を養う。

「技術の見方・考え方」
生活や社会における事象を，技術との関わりの視点で捉え，社会からの要求，安全性，環境負荷や経済性等に着

目して技術を最適化すること。

説明（１）

柱書

知識及び技能等

思考力,判断力,表現力等

学びに向かう力,人間性等

ポイント６－①

技術分野の目標及び内容（改訂の要点 内容の改善）
HP版解説P.１８ (P.９～１０)

技術分野の目標は，「どのような資質・能力を（資質・能力）」，「どのようなことを考えて（意義）」，「どのよう
に育成するか（方法）」の３段階の構成。冒頭の３行には意義や方法が示され，その後の⑴～⑶には，資質・
能力が示されている。

16



家庭、技術・家庭ワーキンググループにおける
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【改訂の理由】
①技術が生活や社会，環境等に与える影響を評価し，適切に選択したり，管理・運用したりすることのできる力は，

技術の発達をよりよい方向へと向けるために必要であり，今後ますます高度化，システム化される技術に支えら
れた社会を生きる国民に求められる力の一つである。

②グローバル化の下，産業競争がますます激化する中で，我が国が科学技術創造立国として世界の産業をリード
するためには，技術を活用して多様化する課題に創造的に取り組んだり，多様な技術を結び付けながら新たな価
値を生み出したりすることのできる力も求められる。

【学習の基本的な流れ】
①これまで開発され生活や社会で利用されてきた技術について，その仕組みと関係する科学的な原理・法則を理解

するとともに，それらに係る技能の習得を図ることが必要。
②その上で，生活や社会の中から技術に関わる問題を見いだして課題を設定し，解決策を構想して具体化したり，

自らの問題解決を振り返ったりするといった技術による問題の解決を経験。
③この経験を基に今後の社会の発展と技術の在り方について考えたりすることが大切。

説明（２）

このような技術の評価，選択，管理・運用，改良，応用に関する実践的・体験的な活動を通して，技術につ
いての理解が深まるとともに，よりよい生活や持続可能な社会の構築に向けて，技術によって課題を解決す
る力と適切かつ誠実に技術を工夫し創造しようとする態度が育成される。

技術分野では，技術の発達を主体的に支える力や技術革新を牽引する力の素地となる，技術を評価，選択，
管理・運用，改良，応用することによって，よりよい生活や持続可能な社会を構築する資質・能力を育成する
ことをねらいとしている。

HP版解説P.１８～１９

ポイント６－②
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【目標の前文】
○技術の見方・考え方を働かせとは

技術分野では，技術の開発・利用の場面で用いられる「生活や社会における事象を，技術との関わりの視点で捉
え，社会からの要求，安全性，環境負荷や経済性等に着目して技術を最適化すること」などの技術ならではの見
方・考え方を働かせ学習すること。
◎どのような新しい価値を創造したり既存の価値に変革をもたらしたりすべきかといった社会からの技術に対する

要求と，開発・利用時の安全性，自然環境に関する負荷，開発・利用に必要となる経済的負担等の相反する要
求の折り合いを付け，最適な解決策を考えることが技術分野ならではの学び。

○ものづくりなどの技術に関する実践的・体験的な活動を通してとは
ものづくりなどの実習や観察・実験，調査等を通して学習するという技術分野の特徴を示している。

◎技術分野では，社会の問題解決の過程になぞらえ，科学的な知識等を踏まえて設計・計画し，身体的な技能等
を用いて製作・制作・育成を行うといった「ものづくり」が行われている。

○技術によってよりよい生活や持続可能な社会を構築する資質・能力を次のとおり育成するとは
技術分野の最終的な目標が，技術によってよりよい生活や持続可能な社会を構築する資質・能力の育成であり，

この資質・能力は(1)から(3)に示す三つの柱で構成されていることを示している。

【目標の（１）～（３）】
○（１）「知識及び技能」に関する目標

技術分野として習得を目指す知識及び技能が，生活や社会で利用されている技術の仕組みと関係する科学的な
原理・法則の基礎的な理解，技術を安全・適切に活用する技能，及び生活や社会，環境との関わりを踏まえた技
術の概念の理解であることを示している。

説明（３）

技術分野の原理・法則はあまりにもたくさんあり，多様。全部できないがどうするかを，Ｐ20の中段「これまで人
間は，家庭における～原理・法則等を取り上げることとしている。」で説明。
※内容実施について，学年指定しにくい要因

HP版解説P.１９～２０
ポイント６－③

19

【目標の（１）～（３）】
○（２）「思考力・判断力・表現力等」に関する目標

技術分野として育成を目指す思考力，判断力，表現力等が，生活や社会の中から技術に関わる問題を見いだし，
課題を設定して解決策を構想し，製作図や回路図，計画表等に表現して試行錯誤しながら具体化し，実践を評価・
改善することのできる力であることを示している。

生活や社会の中から技術に関わる問題を見いだして課題を設定しとは，技術分野として解決を目指す問題の範
囲が，身近な生活といったものだけでなく産業等も含めた社会にあることを示している。

○（３）「学びに向かう力，人間性等」に関する目標
技術分野として育成を目指す学びに向かう力，人間性等が，安心，安全で便利な生活の実現や持続可能な社会

の構築のために，主体的に技術に関わり，技術を工夫し創造しようとする実践的な態度であることを示している。
適切かつ誠実に技術を工夫し創造しようとするとは，便利な生活を送りたいといった特定の側面から見た個人的

な願いの実現を目指そうとすることではなく，環境への負荷や安全性などの多様な側面で，作る場面，使う場面，
廃棄する場面，万が一のトラブルの場面などを想定し，さらに，使い手だけでなく作り手の立場も意識してよりよい
生活と持続可能な社会を構築するために技術を工夫し創造しようとすることを示しており，ここには，自己の技術へ
の関わりが，技術の発展と将来の社会の在り方に影響することを踏まえ，真摯に技術と向き合う倫理観も含まれて
いる。
※「適切かつ誠実に技術を工夫し創造しようとする」について

・「誠実」は，新しく出てきた言葉。技術士倫理規定から。技術については，唯一の教科であるので，大切な言葉
である。

・「技術を工夫し創造」するためにも，活動は「問題解決」「課題解決」的な活動。

HP版解説P.２０～２１説明（４）

ポイント６－④
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「技術分野の内容構成」
技術分野は，生活や社会で利用されている主な技術について，「Ａ材料と加工の技術」，「Ｂ生物育成の技術」，「Ｃ

エネルギー変換の技術」，「Ｄ情報の技術」の四つの内容に整理し学習する。
○技術分野で目指す資質・能力を育成する学習過程例

①技術に関する原理や法則，基礎的な技術の仕組みを理解した上で，
②生活や社会の中から技術に関わる問題を見いだして課題を設定し，解決方策が最適なものとなるよう設計・計

画し，製作・制作・育成を行い，その解決結果や解決過程を評価・改善し，
➂さらにこれらの経験を基に，今後の社会における技術の在り方について考える

＜家庭科，技術・家庭科（技術分野）の学習過程のイメージ＞

設計・計画の段階で，適切な課題の解決策が構想できないといった問題が生じた場合には，課題の設定の段階に
戻り，新たな課題について検討することが必要となるなど，生徒の学習の状況に応じて，各段階間を往来するもので
ある。また，この学習過程の中で，技術の概念や技術の役割と生活や社会，環境に与える影響を深く理解するととも
に，知的財産を創造，保護及び活用しようとする態度や，技術に関わる倫理観，他者と協働して粘り強く物事を前に
進める態度等を身に付けることも期待できる。

HP版解説P.２２
説明（５）

既存の技術の理解 課題の設定
技術の関する科
学的な理解に基
づいた設計・計画

課題解決に向け
た製作・制作・育

成
成果の評価

次の問題の解決の
視点

・技術に関する原理や
法則、基礎的な技術
の仕組みを理解すると
ともに、技術の見方・
考え方に気づく。

・生活や社会の中
から技術の関わる
問題を見いだし、
それに関する調査
等に基づき、現状
をさらに良くしたり、
新しいものを生み
出したりするため
に、解決すべき課
題を設定する。

・課題の解決策を
条件を踏まえて構
想（設計・計画）
し、試行・試作等を
通じて解決策を具
体化する。

・解決活動（製作・
制作・育成）を行
う。

・解決結果及び解
決過程を評価し、
改善・修正する。

・技術のついての概
念の理解を深め、よ
りよい生活や持続可
能な社会の構築に
向けて、技術を評価
し、選択、管理・運
用、改良、応用につ
いて考える。

↑
過
程
の
評
価
と
修
正
↓

↑
過
程
の
評
価
と
修
正
↓

↑
過
程
の
評
価
と
修
正
↓

学習過程

ポイント６－⑤
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○三つの要素
「生活や社会を支える技術」
・生活や社会を支えている技術について調べる活動などを通して，技術に関する科学的な原理・法則と，技術の

基礎的な仕組みを理解させるとともに，これらを踏まえて，技術が生活や社会における問題を解決するために，
社会からの要求，安全性，環境負荷や経済性などの視点の長所・短所の折り合いを付けて生み出されてきて
いるといった技術の見方・考え方に気付かせる要素であり，各内容における(1)の項目として示した。

「技術による問題の解決」
・「生活や社会を支える技術」で気付いた技術の見方・考え方を働かせ，生活や社会における技術に関わる問題

を解決することで，理解の深化や技能の習熟を図るとともに，技術によって課題を解決する力や自分なりの新
しい考え方や捉え方によって解決策を構想しようとする態度などを育成する要素であり，各内容における(2)及
び内容の「Ｄ情報の技術」の(3)の項目として示した。

「社会の発展と技術」
・それまでの学びを基に，技術についての概念の理解を深めるとともに，よりよい生活や持続可能な社会の構築

に向けて，技術を評価し，適切に選択，管理・運用したり，新たな発想に基づいて改良，応用したりする力と，社
会の発展に向けて技術を工夫し創造しようとする態度を育成する要素であり，内容の「Ａ材料と加工の技術」，
「Ｂ生物育成の技術」，「Ｃエネルギー変換の技術」の(3)及び内容の「Ｄ情報の技術」の(4)の項目として示した。

※各項目では，アに「知識及び技能」に関する指導事項を，イに「思考力，判断力，表現力等」に関する指導事項
を示している。

HP版解説P.２３～２４説明（６）

ポイント６－⑥
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HP版解説P.２３～２４説明（７）

【内容の取扱い】

(5) 各内容における(1)については，次のとおり取り扱うものとする。
ウ 第１学年の最初に扱う内容では，３年間の技術分野の学習の見通しを立

てさせるために， 内容の 「Ａ材料と加工の技術」 から「 Ｄ情報の技術 」ま
でに示す技術について触れること。

○「内容の取扱い」は、規定であり、必ず指導すること
○第１学年の最初で「生活や社会を支える技術」を指導する場合は，Ｐ１２０家庭科との違いを確認
○「全ての技術の内容について触れるようにすること」

・「触れる」は，全てつくる必要はない，また実際には作れない（時数の関係からも・・・）

(6) 各内容における(2)及び内容の「Ｄ情報の技術」の(3)については，次のと
おり取り扱うものとする。

ウ 第３学年で取り上げる内容では，これまでの学習を踏まえた統合的な問
題について扱うこと。

○第１段落は、ウの理由
・第３学年で扱う「技術による問題の解決」で「統合的な問題」とは，複数の技術を使って解決する事項となる。

つまり，Ａ～Ｄで学習した複数の技術を使うこととなる。単に情報の技術の中の２つを使うことではない。
○３年間を通した指導計画の基本的な考え方

・「３年間を見通して計画的に設定するなど，各内容の履修の順序や配当する授業時数，及び具体的な指導
内容などについては，各学校において適切に定めることが大切」

ポイント６－⑦
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ポイント７

「ねらい及び指導上の配慮事項」
HP版解説P.２５

説明
【第１段落：内容Ａ全体の目標】 材料と加工の技術の見方・考え方を働かせた実践的・体験的な活動を通して，
①生活や社会で利用されている材料と加工の技術についての基礎的な理解を図り，それらに係る技能を身に付け，
②材料と加工の技術と生活や社会，環境との関わりについて理解を深めるとともに，
③生活や社会の中から材料と加工の技術に関わる問題を見いだして課題を設定し解決する力，
④よりよい生活や持続可能な社会の構築に向けて，適切かつ誠実に材料と加工の技術を工夫し創造しようとする実

践的な態度を育成する。

【第２段落：材料と加工の「技術の見方・考え方」】
○生活や社会における事象を，材料と加工の技術との関わりの視点で捉え，社会からの要求，生産から使用・廃棄

までの安全性，耐久性，機能性，生産効率，環境への負荷，資源の有限性，経済性などに着目し，材料の組織，
成分，特性や，組み合わせる材料の構造，加工の特性にも配慮し，材料の製造方法や，必要な形状・寸法への成
形方法等を最適化すること。

【第３段落：指導計画作成上の配慮事項】
○(1)において，学習した事項が他の材料にも転用できるという視点で取り上げる材料を選択したり，(2)において履修

する学年に応じて問題を見いだす範囲を限定したりする」では、「授業時数と履修学年に応じて設定した目標とする
資質・能力を踏まえて，各項目における具体的な指導内容を検討することにも配慮」と，「特に作業時間がかかる，
効率的にすることの配慮事項の例」を示している。

【第４段落：キャリア教育との関連した配慮事項（Ｐ１２４～）】
○技術の発達を主体的に支え，技術革新を牽引することができる資質・能力を育成する観点から，自分なりに工夫し

て製作品を設計・製作する喜びを体験させるとともに，材料と加工の技術の進展が，社会を大きく変化させてきた状
況や，材料の再資源化や廃棄物の発生抑制など，材料と加工の技術が自然環境の保全に大きく貢献している
ことについても触れ，これらに関連した職業や，新たな技術の開発についての理解を深めさせることにも配慮する。

【 第５段落：家庭や地域社会、企業等との連携との関連した配慮事項（Ｐ１２９）】
○生徒に生活や社会と技術とのつながりを意識し，常に変化を続ける技術についての学習を充実するために，試験

研究機関や民間企業，博物館や科学技術館，工業科を設置する高等学校等との連携についても配慮する。

技術分野の内容 「Ａ 材料と加工の技術」
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ポイント８－①

「生活や社会を支える材料と加工の技術」の指導のポイント・留意点 HP版解説P.２６～２７

【第１段落：(1)目標全体の説明】
☆ここでは，家具や食器などの身の回りの製品，家屋，高層建築物，橋梁などの構造物に用いられている材料と加工

の技術や，日本の伝統的な材料と加工の技術の仕組み，開発の経緯や意図を調べる活動などを通して，
○「知識及び技能」

・主な材料や加工についての科学的な原理・法則と，材料の製造方法や成形方法などの基礎的な技術の仕組みを理
解させるとともに，

○「思考力，判断力，表現力等」
・材料と加工の技術の見方・考え方に気付かせることをねらいとしている。

○「学びに向かう力，人間性等」
・こうした活動を通して，進んで材料と加工の技術と関わり，主体的に理解し，技能を身に付けようとする態度の育成

を図る。

【第２段落：目標アの説明と例示】
☆アでは、材料の組織や成分，圧縮，引張，曲げ等に対する力学的な性質といった材料の特性や，組み合わせる部

材の厚さ，幅，断面形状と，四角形や三角形，面等の組み合わせる部材の構造，切削，切断，塑性加工，加熱といっ
た加工の特性等の材料や加工についての原理・法則と材料の組織を改良する方法や，断面形状や部材の構造を含
めた材料を成形する方法，切断や切削等の加工の方法，表面処理の方法等の基礎的な材料と加工の技術の仕組み
を理解することができるようにする。

説明（１）

(1) 生活や社会を支える材料と加工の技術について調べる活動などを通して，
次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 材料や加工の特性等の原理・法則と，材料の製造・加工方法等の基礎的
な技術の仕組みについて理解すること。

イ 技術に込められた問題解決の工夫について考えること。

材料の製造の技術と，加工
方法の技術を明確に分けて扱
うことを示した。そして，製品の
技術を解き明かす活動を通し
ながら，原理・法則と仕組みの
理解を重視した。

技術分野の内容 「Ａ 材料と加工の技術」
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ポイント８－②

【第３段落：目標イ及び(5)イの説明と例示】
☆イでは、取り上げた技術が，どのような条件の下で，どのように生活や社会における問題を解決しているのかを読

み取ることで，材料の製造方法や成形方法等の技術が，社会からの要求，生産から使用・廃棄までの安全性，耐久
性や機能性，生産効率，環境への負荷，資源の有限性，経済性等に着目し，材料の組織，成分，特性や，組み合わ
せる部材の構造，加工の特性等にも配慮して，最適化されてきたことに気付かせることができるようにする。

【第４段落：内容の取り扱い(1)ア説明】
☆例えば，日本古来の材料製造技術や建築技術，製紙技術，陶器類の製造技術など，古くから建築物や日用品などに

利用されてきた我が国の伝統的な技術についても取り上げ，緻密なものづくりの技が，我が国の伝統や，木の文化・
和の文化を支えてきたことに気付かせるようにする。
※「緻密なものづくりの技が～気付かせるようにする。」⇒指導すること（規定）

【第５段落：内容の取り扱い(5)ア説明】
☆原理・法則の指導に当たっては，理科における植物の体のつくりと働きや原子・分子等の物質の成り立ちなど，関係

する指導内容を確認した上で，連携が図れるよう配慮する。

【第６段落：学習活動の例示】
☆例えば，机などの家具や，アルミ缶・ペットボトルなどの飲料用容器，衣料などの身の回りの製品に利用されている材

料の製造技術や加工技術，世界最古の木造建築である法隆寺などの建築技術やたたら製鉄といった日本古来の製
鉄技術，現代の住宅や高層建築物における耐震・制震・免震構造や防災の技術について，それが用いられた製品を
観察したり，開発の経緯などを調べたりすることを通して，製品や構造物の目的に合わせて材料を改良したり，材料の
形状や材料同士の構造の組み合わせを変えたりするなどの，開発者が設計に込めた意図を読み取らせることが考え
られる。

説明（２） HP版解説P.２６～２７
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「材料と加工の技術による問題の解決」の指導のポイント・留意点
HP版解説P.２８～２９

【第１段落：(2)目標全体の説明】
☆ここでは，生活や社会の中から見いだした問題を材料と加工の技術によって解決する活動を通して，

・製作に必要な図をかき，安全・適切な製作や検査・点検等ができるようにすることをねらい，
・材料と加工の技術の見方・考え方を働かせて，問題を見いだして課題を設定し解決する力を育成するとともに，
・こうした活動を通して，自分なりの新しい考え方や捉え方によって，解決策を構想しようとする態度や，自らの問題解
決とその過程を振り返り，よりよいものとなるよう改善・修正しようとする態度の育成を図る。

【第２，３段落：目標アの説明と例示】
☆アでは、適切な図法を用いて，製作に必要な図をかくことができるようにするとともに，設定した課題を解決するため

に，工具や機器を使用して，安全・適切に材料取り，部品加工，組立て・接合，仕上げや，検査等ができるようにする。
その際，材料の種類や個数，工具や機器及び製作順序などをあらかじめ整理し，材料表や製作工程表を用いるなど，
作業計画に基づいた能率的な作業ができるよう指導する。
※「能率的な作業ができるよう指導」⇒技能だけでなく知識も必要（含まれている）。

【第４段落：内容の取り扱い(1)イの説明と例示】
☆「ＣＡＤによる表示といった発展性にも配慮」：やってもやらなくてもよいが、設備指針に例示。
☆「等角図及び第三角法を取り上げること」：必ず指導すること⇒ものを作るときに使いやすい。
☆「算数科，数学科，図画工作科，美術科等の教科における様々な立体物の表示・表現方法との関連に配慮」。

説明（１）
(2) 生活や社会における問題を，材料と加工の技術によって解決する活動を通

して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 製作に必要な図をかき，安全・適切な製作や検査・点検等ができること。
イ 問題を見いだして課題を設定し，材料の選択や成形の方法等を構想して

設計を具体化するとともに，製作の過程や結果の評価，改善及び修正につ
いて考えること。

(1)の知識及び技能を生かし
て，問題を見いだすことを求め
た。問題を課題化して，課題の
解決を行い，製作過程や製品
の評価を行うことを明確にした。

ポイント９－① 技術分野の内容 「Ａ 材料と加工の技術」
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ポイント９－②

【第５段落：目標イと内容の取り扱い(6)ア説明）】
☆つけたい力

・「生活や社会の中から材料の製造や成形などに関わる問題を見いだして課題を設定する力」，「課題の解決策を，条
件を踏まえて構想し，製作図等に表す力」，「試作等を通じて解決策を具体化する力」，「設計に基づく合理的な解決
作業について考える力」，「課題の解決結果や解決過程を評価，改善及び修正する力」など・・・。

【第６，７段落：内容の取り扱い(6)イ説明】
☆「知的財産を創造，保護及び活用しようとする態度の育成を目指す」は，文科省が力を入れている部分。そういう学習

ができるのが技術科。また，保護→活用のサイクルをまわすことは，技術分野の特性。

【第８～１１段落：内容の取り扱い(6)エ説明】
☆工具・機器や材料等は，図画工作科等の学習経験や生活場面での使用経験などの生徒の実態を踏まえ，安全や健

康に十分に配慮して選択する。工具・機器については使用前の点検・調整や使用後の手入れが大切。
☆特に，刃物などの工具や機器については，使い方を誤った場合には身体を傷つける恐れがあることから，安全な加

工法の指導に加えて，不用意に持ち歩かないことなど，刃物の正しい取扱い方ができるよう十分に配慮。
☆加工機器を用いて作業させる場合には，材料の固定の方法，始動時及び運転中の注意事項などを確認させる。ジグ

などを使用して，安全な使い方ができるよう指導。
☆皮膚を露出しない作業着などを着用させたり，作業内容に応じて防護眼鏡，防塵マスク，手袋などの適切な保護具を

着けさせたりする。また，必要に応じて機器に集塵機を取り付けるなど，衛生にも配慮。

【第１２段落：学習活動の例示】
☆家庭生活や学校生活における材料に関わる身近な不便さについて考えたり，既存の製品の改善の余地を考えたり，

自然環境の保全や防災などに関わる社会的な問題について考えたりして，利便性，環境負荷，安全性などに関する
問題を見いだし，必要となる機能をもった製品の設計・製作や既存の製品の強度の向上などの課題を設定し，その解
決に取り組ませる。

【第１３段落：Ｐ１２５言語活動との関連】
☆課題の解決策を構想する際には，自分の考えを整理し，実際の材料取りや部品加工等を行う前に設計の問題点を

明らかにするとともに，よりよい発想を生み出せるよう，製作図等を適切に用いることについて指導。
☆課題の解決策を具体化する際には，３ＤＣＡＤや３Ｄプリンタを活用して試作させることも考えられる。

説明（２） HP版解説P.２８～２９
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「材料と加工の技術による問題の解決」の指導のポイント・留意点
HP版解説P.３０～３１

【第１段落：(3)目標全体の説明】
☆ここでは，(1)における材料と加工の技術の見方・考え方の気付きや，(2)における材料と加工の技術による問題の解

決の学習を踏まえ，社会の発展のための材料と加工の技術の在り方や将来展望を考える活動などを通して，
・生活や社会に果たす役割や影響に基づいて材料と加工の技術の概念を理解させるとともに，
・よりよい生活や持続可能な社会の構築に向けて，材料と加工の技術を評価し，適切に選択，管理・運用したり，新た

な発想に基づいて改良，応用したりする力を育成することをねらいとしている。
・こうした活動を通して，材料と加工の技術を工夫し創造していこうとする態度の育成を図ることが考えられる。

【第２段落：目標アの説明と例示】
☆アでは、材料と加工の技術とは，人間の願いを実現するために，材料の組織，成分，特性や，組み合わせる材料の

構造，加工の特性等の自然的な制約や，人々の価値観や嗜好の傾向などの社会的な制約の下で，開発時，利用時，
廃棄時及び障害発生時等を想定し，安全性や社会・産業に対する影響，環境に対する負荷，必要となる経済的負担
などの折り合いを付け，その効果が最も目的に合致したものとなるよう材料の製造方法や，必要な形状・寸法への成
形方法等を考案，改善する過程とその成果であることを理解させる。
※学習指導要領上の技術の概念。下線部は、「理論」と考えてよい。

説明（１）

(3) これからの社会の発展と材料と加工の技術の在り方を考える活動などを通
して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 生活や社会，環境との関わりを踏まえて，技術の概念を理解すること。
イ 技術を評価し，適切な選択と管理・運用の在り方や，新たな発想に基づ

く改良と応用について考えること。

従来の評価・活用とともに，
技術の概念として，「材料と加
工の技術とは何か」を説明で
きることを求めた。

管理・運用は，マネジメントで
はなく，ガバナンスの意。改良
と応用は，イノベーションの意
として明示した。

ポイント１０－① 技術分野の内容 「Ａ 材料と加工の技術」
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ポイント１０－②

【第３段落：目標イの説明と例示】
☆イでは，よりよい生活や持続可能な社会の構築を目指して，既存の材料と加工の技術を，安全性や社会・産業にお

ける役割，環境に対する負荷，経済性などの多様な視点で客観的に評価し，適切な選択，管理・運用の在り方を考え
たり，新たな改良，応用を発想したりする力を育成。
※下線部は，実際に制作させることを想定していない。

【第４段落：内容の取り扱い(7)の説明】
☆長い年月をかけて改良・工夫されてきた伝統的な技術や新しい材料の製造技術や成形技術によって作り出された製

品が，居住空間の快適性，交通・運輸の効率性，その他の製品を製造するための生産性の向上などに寄与している
こと，材料の成分や組織を改良する技術や新しい成形技術が再資源化を推進していることなど，材料と加工の技術が
生活の向上や産業の創造，継承と発展，資源やエネルギーの有効利用，自然環境の保全等に貢献していることにつ
いても指導する。
※下線部は，「内容の取扱い」の本文にはないが，本来はここまでねらいたいという思い。

【第５，６段落：内容の取り扱い(7)の例示】
☆(2)の学習活動を振り返らせ，自らの問題解決の工夫を材料と加工の技術の見方・考え方に照らして捉えさせ，それ

らと（1）で取り上げた既存の技術に込められた工夫との共通点を見いださせることで，材料と加工の技術の概念の理
解を深める活動が考えられる。

☆新素材や新たな加工技術が用いられた製品を，生活における必要性，価格，製造・使用・廃棄の各場面における環
境に対する負荷，耐久性等の視点から調査したり，木材などの再生産可能な材料の利用を増やすことが社会や環境
に与える影響について検討したりするなど，研究開発が進められている新しい材料と加工の技術の優れた点や問題
点を整理し，よりよい生活や持続可能な社会の構築という観点から，適切な選択，管理・運用の在り方について話し
合わせ，利用者と開発者の両方の立場から技術の将来展望について意思決定させて発表させたり，提言をまとめさ
せたりする活動が考えられる。
※下線部では、「学びに向かう力，人間性等」に関する目標である、態度の育成も期待している。

説明（２） HP版解説P.３０～３１
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ポイント１１

「ねらい及び指導上の配慮事項」

説明

【第１段落：内容Ａ全体の目標】 生物育成の技術の見方・考え方を働かせた実践的・体験的な活動を通して，
①生活や社会で利用されている生物育成の技術についての基礎的な理解を図り，それらに係る技能を身に付け，
②生物育成の技術と生活や社会，環境との関わりについて理解を深めるとともに，
③生活や社会の中から生物育成の技術に関わる問題を見いだして課題を設定し解決する力，
④よりよい生活や持続可能な社会の構築に向けて，適切かつ誠実に生物育成の技術を工夫し創造しようとする実践

的な態度を育成する。

【第２段落：生物育成の「技術の見方・考え方」】
○生活や社会における事象を，生物育成の技術との関わりの視点で捉え，社会からの要求，作物等を育成・消費す
る際の安全性，生産の仕組み，品質・収量等の効率，環境への負荷，経済性，生命倫理などに着目し，育成する生
物の成長，働き，生態の特性にも配慮し，育成環境の調節方法等を最適化することなどが考えられる。

【第３段落：指導計画作成上の配慮事項】
○(2)において，既存の育成環境を調節する方法を選択することで解決できる課題に取り組ませたり，(3)において，

既存の技術の管理・運用について考えさせたりするなど，学校における施設・設備や授業時数及び，履修学年に応
じて設定した目標とする資質・能力を踏まえて，各項目における具体的な指導内容等を検討することにも配慮する。

【第４段落：キャリア教育との関連した配慮事項（Ｐ１２４～）】
○生物育成の技術は，食料，バイオエタノールなどの燃料，木材などの材料の生産や，花壇や緑地等の生活環境の
整備など，多くの役割をもっており，この技術の進展が社会を大きく変化させてきた状況や，生物育成の技術が自然
環境の保全に大きく貢献していることについても触れ，これらに関連した職業や，新たな技術の開発についての理解
を深めさせることにも配慮する。

【 第５段落：家庭や地域社会、企業等との連携との関連した配慮事項（Ｐ１２９）】
○生徒に生活や社会と技術とのつながりを意識させるとともに，常に変化を続ける技術についての学習を充実する

ために，試験研究機関や民間企業，農業科や水産科を設置する高等学校等との連携についても配慮する。
※Ｐ５のカリキュラム・マネジメントとの関連

技術分野の内容 「Ｂ 生物育成の技術」

HP版解説P.３２
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ポイント１２

「生活や社会を支える生物育成の技術」の指導のポイント・留意点 HP版解説P.３３～３４
説明

(1) 生活や社会を支える生物育成の技術について調べる活動などを通して，次
の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 育成する生物の成長，生態の特性等の原理・法則と，育成環境の調節方
法等の基礎的な技術の仕組みについて理解すること。

イ 技術に込められた問題解決の工夫について考えること。

技術分野の内容 「Ｂ 生物育成の技術」

【視野を広げる】
○家庭菜園や学校園等の身近な場面や農林水産業における利用場面（例えば

単作生産，植物工場，畜産や酪農，林業，養殖）などを幅広く紹介し，生徒の視
野を広げる。

○技術の利用場面だけでなく，新しい管理方法の開発や新品種の開発などにも触れ，その開発の経緯（問題解決
の経緯）を調べる。

【原理法則は作物・家畜・水産生物を比較しながら理解】
○特定の作物に特化した知識や技能ではなく，作物の栽培や家畜の飼育，水産生物の栽培に共通する原理法則を

理解。
○育成環境を調節するための基礎として，光の調節，土壌や培地とそれに相当するものの管理，温度管理，湿度や

空気の管理，養分（肥料や養液）の管理，衛生面の管理があることを理解。
○作物の栽培，家畜の飼育，水産生物の栽培に関するそれぞれ固有の知識や方法，考え方の理解。

【基礎的な技術の仕組み】
○作物や家畜等に直接働きかける管理作業だけでなく，生産場面において作物や家畜等を取り巻く周辺環境（生物

の育成環境）を調整する技術に注目。ポイントの育成環境を調節するための基礎を理解した上で，これらの環境要
因をどのような仕組みで管理・調節しているかを理解し，実習を通して，生徒自身が管理技能を習得。

知識及び技能では，育成環
境の調節方法の技術の仕組
みを扱うことを明示した。そし
て，生物育成の技術を解き明
かす活動を通しながら，原理・
法則と仕組みの理解を重視し
た。栽培と飼育を区別せず，生
物として扱っていることが示さ
れた。
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ポイント１３

「生物育成の技術による問題の解決」の指導のポイント・留意点 HP版解説P.３４～３７
説明
(2) 生活や社会における問題を，生物育成の技術によって解決する活動を通し

て，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 安全・適切な栽培又は飼育，検査等ができること。
イ 問題を見いだして課題を設定し，育成環境の調節方法を構想して育成計

画を立てるとともに，栽培又は飼育の過程や結果の評価，改善及び修正に
ついて考えること。

技術分野の内容 「Ｂ 生物育成の技術」

【付けたい力】
○生徒自身が，育てたい生物（作物や家畜，魚介類等）の管理方法を計画して育成に取り組むことと，それに必要

な資質能力を身に付けること。

【学習活動での留意事項】
○指導事項アでは、栽培や飼育に必要な基礎的な技能として，生物の成長段階に応じた管理作業や，病害虫の防

除，品質の検査等ができるようにすること。
○指導事項イでは，生徒自身が育成の目的や目標を定め（課題の設定），光や肥料といった育成環境を調節する方

法を計画し（育成計画の作成），その計画に沿って実習に取り組むこと。

(1)の知識及び技能を生かし
て，問題を見いだし，課題を解
決する。この過程は，材料と加
工の技術の場合と同様である
が，栽培と飼育のいずれかに
ついて扱うことを明確にした。

【二つの問題解決】
○生物の状態に応じた育成上の問題の解決

育成の過程では，生物の状態や土壌等の状態を観察しながら適切な管理方法を選択していく学習活動
○生活や社会における問題の解決

育成計画に沿って目的の収量や品質を求めて適切な管理方法を選択していく学習活動

【課題の設定】
○技術による問題解決に取り組む際には，生徒一人一人が，生物育成の目的を自覚して学習を進める必要がある

ので，課題の設定の学習に丁寧に取り組むことが重要。
○課題に応じた栽培品種の選択が難しい場合や，飼育する家畜や水産生物の品種が決まっている場合には，生育

の目標（ゴール）を課題として設定させるとよい。 33

ポイント１４

「社会の発展と生物育成の技術」の指導のポイント・留意点 HP版解説P.３４～３７
説明

(3) これからの社会の発展と生物育成の技術の在り方を考える活動などを通し
て，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 生活や社会，環境との関わりを踏まえて，技術の概念を理解すること。
イ 技術を評価し，適切な選択と管理・運用の在り方や，新たな発想に基づ

く改良と応用について考えること。

技術分野の内容 「Ｂ 生物育成の技術」

【目的】
○社会の発展を支えてきた「生物育成の技術」の役割や影響についての理解を

深め，これからの生物育成の技術の在り方について生徒一人一人が考えること。

【育てたい力】
○技術活用や技術開発のプラス・マイナスを，客観的事実に基づいて評価できる能力と，技術の役割や影響を見極

める力。
※生物育成の技術をどのように利活用するか，どのような技術開発が必要か，その際考慮すべき条件は何かなど，

技術の見方・考え方を働かせて将来展望を考えるような学習に取り組むことが求められる。

従来の評価・活用とともに，
技術の概念として，「生物育成
の技術とは何か」を説明できる
ことを求めた。

管理・運用は，マネジメントで
はなく，ガバナンスの意。改良
と応用は，イノベーションの意
として明示した。

【ねらい】
○様々な生物育成の技術のプラス・マイナスを評価して，そのバランスを考慮した適切な活用方法を考える学習に

を更に深め，現存する技術の活用に限らず，将来の新しい技術開発や技術利用についてにも目を向けて，生物育
成の技術の将来展望まで考えさせる。
※肉用鶏の飼育においてＬＥＤランプの色調を変更することで一羽あたりの体重が増加する技術や，サトウキビや

トウモロコシなどを多収量にする品種改良や栽培技術の開発などの事例
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ポイント１５

「ねらい及び指導上の配慮事項」

説明

【第１段落：内容Ａ全体の目標】
エネルギー変換の技術の見方・考え方を働かせた実践的・体験的な活動を通して，

①生活や社会で利用されているエネルギー変換の技術についての基礎的な理解を図り，それらに係る技能を身に
付け，

②エネルギー変換の技術と生活や社会，環境との関わりについて理解を深めるとともに，
③生活や社会の中からエネルギー変換の技術に関わる問題を見いだして課題を設定し解決する力，
④よりよい生活や持続可能な社会の構築に向けて適切かつ誠実にエネルギー変換の技術を工夫し創造しようとす

る実践的な態度を育成することをねらいとしている。

【第２段落：エネルギー変換の「技術の見方・考え方」】
○生活や社会における事象を，エネルギー変換の技術との関わりの視点で捉え，社会からの要求，生産から使用・

廃棄までの安全性，出力，変換の効率，環境への負荷や省エネルギー，経済性などに着目し，電気，運動，物質
の流れ，熱の特性にも配慮し，エネルギーを変換，伝達する方法等を最適化することなどが考えられる。

【第３，４段落：指導計画作成上の配慮事項】
○例えば，(2)において，基本となる電気回路を改良することで解決できる課題に取り組ませたり，(3)において，既存

の技術の応用について考えさせたりするなど，授業時数及び，履修学年に応じて設定した目標とする資質・能力を
踏まえて，各項目における具体的な指導内容等を検討することにも配慮する。

【第５段落：キャリア教育との関連した配慮事項（Ｐ１２４～）】
○これらの内容を指導するに当たっては，技術の発達を主体的に支え，技術革新を牽引することができる資質・能力

を育成する観点から，自分なりに工夫して製作品を設計・製作する喜びを体験させるとともに，エネルギー変換の
技術の進展が，社会を大きく変化させてきた状況や，新エネルギー技術や省エネルギー技術などが自然環境の保
全に大きく貢献していることについても触れ，これらに関連した職業や，新たな技術の開発についての理解を深め
させることにも配慮する。

【 第６段落：家庭や地域社会、企業等との連携との関連した配慮事項（Ｐ１２９）】
○試験研究機関や民間企業，博物館や科学技術館，工業科を設置する高等学校等との連携についても配慮。

技術分野の内容 「Ｃ エネルギー変換の技術」

HP版解説P.３９
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ポイント１６

「生活や社会を支えるエネルギー変換の技術」の指導のポイント・留意点

説明

(1) 生活や社会を支えるエネルギー変換の技術について調べる活動などを通し
て，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 電気，運動，熱の特性等の原理・法則と，エネルギーの変換や伝達等に
関わる基礎的な技術の仕組み及び保守点検の必要性について理解すること。

イ 技術に込められた問題解決の工夫について考えること。

技術分野の内容 「Ｃ エネルギー変換の技術」

【アの学習の流れ】
①エネルギー変換の技術を用いた製品システムの身近な事例を知らせることを通して，エネルギー変換という言葉の意味，

効率や損失の概念を理解させることで，エネルギー変換の技術の全体像を捉えさせる。

②電気的な内容として，電気に関わる物性，電気回路及び電磁気の特性などの原理原則を，発電や送電の技術，電気を光，
熱，動力，信号等へ変換して利用する技術の仕組みなどと関連付けて理解させる。

【アの機械的な内容について】
○機械に関わる運動，熱及び流体の特性等の原理・法則を，動力を生み出す技術，力学的エネルギーを多様な運動の形態

へと変換・伝達するリンク機構や歯車などの技術の仕組みと関連付けて理解させる。

【アの学習上の留意点】
○原理・法則や技術の仕組みに加え，製品やシステムを支える共通部品や製品規格等の役割についても指導する。
○製品やシステムに対する保守点検（メンテナンス）の必要性についても理解させる。
○電気的な内容においては，電気機器や屋内配線等の生活の中で使用する製品やシステムの安全な使用や保守管理の方

法を扱うことで，責任あるユーザーとしての意識を高めさせることが大切。

【イで求めていること】
○(2)での問題の解決に向けて，既存の製品やシステムに込められた工夫を読み取らせること。

【イの学習形態について】
○アの原理・法則と技術の仕組みの学習を座学だけでなく，イと関連付けて実験・観察や調べ学習等を取り入れる。

【イの学習例】
○原理・法則を学ぶ基礎的な実験の後，身近な製品やシステムのモデルを構成させるような実験・観察，ＬＥＤ懐中電灯など

の身近な製品を分解させて，その仕組みや設計者の工夫を読み取らせる分解・組立活動，
○身近な製品やシステムの原理，仕組み，開発の経緯等を各種資料から情報収集する調べ学習などが考えられる。

電気，運動，熱を扱うことを明
示した。そして，電化製品等の
技術を解き明かす活動を通しな
がら，原理・法則と仕組みの理
解を重視した。

HP版解説P.４０～４２
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ポイント１７

「エネルギー変換の技術による問題の解決」の指導のポイント・留意点

説明

(2) 生活や社会における問題を，エネルギー変換の技術によって解決する活動
を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 安全・適切な製作，実装，点検及び調整等ができること。
イ 問題を見いだして課題を設定し，電気回路又は力学的な機構等を構想し

て設計を具体化するとともに，製作の過程や結果の評価，改善及び修正に
ついて考えること。

技術分野の内容 「Ｃ エネルギー変換の技術」

【学習のポイント】
○アは，エネルギー変換の技術を利用した制作品の製作に係る技能の習得を図る。
○イは，思考力，判断力，表現力等の育成を図る。

【学習活動例】
○生活の中にある身近な不便さを解決したり，新たな発想での利便性を実現したりするための照明器具を設計・製

作する学習活動
○災害救済などの社会的な問題をモデルとし，それを解決するための機構ロボットを擬似的に開発する学習活動

【学習の流れ例】
①生徒に，エネルギー変換，伝達，利用に関わる生活や社会の中の問題について考えさせ，エネルギー変換の技

術の見方・考え方を働かせて適切な課題を設定させる。
②課題が設定できたら，その課題の制約条件や求められる機能などを整理させ，それを適切に実現するための電

気回路や力学的な機構を構想させる。⇒構想は，回路図や製作図等を用いて表現させ，設計を具体化
③具体化した設計に沿って製作を進め，その中で製作，実装，点検及び調整等に係る技能の習得を図らせる。
④製作作業終了後は，電源や動力を供給した上で，動作を試験したり，計測機器や測定用具を用いて診断・評価し

たりして，設計通り機能が実現できたかについて考えさせる。
⑤完成した製作品をその意図や経緯と共に発表したり，相互評価をしたりする活動を通して，更なる改善・修正につ

いて考えさせる。

(1)の知識及び技能を生かして，
問題を見いだし，課題を解決す
る。この過程は，材料と加工の
技術の場合と同様であるが，
安全・適切な製作，実装を扱う
ことや，電気回路又は力学的
な機構等の構想を扱うことを明
確にした。

HP版解説P.４２～４４
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ポイント１８

「社会の発展とエネルギー変換の技術」の指導のポイント・留意点

説明

(3) これからの社会の発展とエネルギー変換の技術の在り方を考える活動など
を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 生活や社会，環境との関わりを踏まえて，技術の概念を理解すること。
イ 技術を評価し，適切な選択と管理・運用の在り方や，新たな発想に基づ

く改良と応用について考えること。

技術分野の内容 「Ｃ エネルギー変換の技術」

【学習のポイント】
○現在のエネルギー変換の技術が生活や社会，環境へ及ぼす影響について知らせると

ともに，これからのあり方や将来展望について考えさせることで，よりよい社会に向けてエネルギー変換の技術を
評価し，①適切に選択，管理・運用したり，②新たな発想に基づいて改良，応用したりしようとする態度を育成する。
【学習活動の流れ例】

○(1)(2)での学習を振り返って，エネルギー変換の技術を利用して作り出された製品やシステムが，居住空間の快適
性，身体的な労働や作業の軽減，交通・運輸の効率性や製品製造の生産性の向上などに寄与してきたこと，エネ
ルギーの再利用や貯蔵の技術，機器やシステムの環境性能向上などが省エネルギーに貢献していることなどを具
体的な事例を取り上げつつ知らせる。

○エネルギー変換の技術が，生活や社会におけるエネルギーの利用に関わる様々な問題を解決するために，社会
の状況や自然界の法則性などの多様な制約条件のバランスをとりながら，最適なエネルギー変換，伝達，利用方
法等を考案するプロセスやその成果であることを捉えさせる。

【具体的な活動例】
○既存のエネルギー変換の技術のもつ両面性を多角的に知らせた上で，正の影響を広げつつ負の影響をできるだ

け抑制するために，現在のエネルギー変換の技術を評価し，適切な選択，管理・運用のあり方を考えさせる。
○最新の技術開発や社会的な取り組みの動向を紹介することで，未来に向けた新たな改良，応用の在り方を発想さ

せ，エネルギー変換の技術の将来展望を考えさせる。
○新しい技術の将来展望に加えて，それらの技術の実現・普及に至るまでの間，現在の生活者としての自分がなす

べき行動や持つべき姿勢について主体的に意思決定を行わせる。

HP版解説P.４４～４６

従来の評価・活用とともに，
技術の概念として，「エネル
ギー変換の技術とは何か」
を説明できることを求めた。

管理・運用は，マネジメン
トではなく，ガバナンスの意。
改良と応用は，イノベーショ
ンの意として明示した。
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ポイント１９－①

「ねらい及び指導上の配慮事項」

【第２段落：エネルギー変換の「技術の見方・考え方」】
○生活や社会における事象を，情報の技術との関わりの視点で捉え，社会からの要求，使用時の安全性，システム，

経済性，情報の倫理やセキュリティ等に着目し，情報の表現，記録，計算，通信などの特性にも配慮し，情報のデ
ジタル化や処理の自動化，システム化による処理の方法等を最適化することなどが考えられる。また，ここでの社
会からの要求としては，例えば，高齢になっても仕事を続けるために安全に自動車の運転をしたいという人々の願
いなどが考えられる。

説明（１）

【第１段落：内容Ａ全体の目標】 情報の技術の見方・考え方を働かせた実践的・体験的な活動を通して，
①生活や社会で利用されている情報の技術についての基礎的な理解を図り，それらに係る技能を身に付け，
②情報の技術と生活や社会，環境との関わりについて理解を深めるとともに，
③生活や社会の中から情報の技術に関わる問題を見いだして課題を設定し解決する力，
④よりよい生活や持続可能な社会の構築に向けて，適切かつ誠実に情報の技術を工夫し創造しようとする実践的な

態度を育成することをねらいとしている。

技術分野の内容 「Ｄ 情報の技術」

HP版解説P.４７～４８

【第３，４段落：指導計画作成上の配慮事項】
○内容及び(1)から(4)の項目に配当する授業時数と履修学年については，生徒の発達の段階や興味・関心，地域や

学校の実態，他教科等との関連を考慮し，分野目標の実現を目指した３学年間にわたる全体的な指導計画に基づ
き各学校で適切に定めるようにする。

○例えば，(3)において，基本となるプログラムを応用することで解決できる課題に取り組ませるなど，授業時数及び，
履修学年に応じて設定した目標とする資質・能力を踏まえて，各項目における具体的な指導内容等を検討すること
にも配慮する。
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ポイント１９－②

【第６段落：プログラミング教育について（小学校との関連）】
○小学校では，自分が意図する一連の活動を実現するために，どのような動きの組合せが必要であり，一つ一つの

動きに対応した記号を，どのように組み合わせたらいいのか，記号の組合せをどのように改善していけば，より意
図した活動に近づくのか，といったことを論理的に考えていくことのできる力であるプログラミング的思考等の育成
を目指した学習活動を，算数科〔第５学年〕や，理科〔第６学年〕など，各教科等の特質に応じて，計画的に実施。

説明（２）
HP版解説P.４７～４８

【第５段落：キャリア教育との関連した配慮事項（Ｐ１２４～）】
○技術の発達を主体的に支え，技術革新を牽引することができる資質・能力を育成する観点から，自分なりに工夫し

てプログラミングする喜びを体験させるとともに，情報の技術の進展が多くの産業を支え，社会を大きく変化させて
きた状況や，情報通信ネットワークの利用による人や物の移動の減少，計測・制御システムの発達による自動車の
燃費向上など，情報の技術が自然環境の保全に大きく貢献していることについても触れ，これらに関連した職業や，
新たな技術の開発についての理解を深めさせることにも配慮する。

【第７段落： ：プログラミング教育について（技術分野の方針，具体的な規定，配慮事項）】
○小学校において育成された資質・能力を土台に，生活や社会の中からプログラムに関わる問題を見いだして課題

を設定する力，プログラミング的思考等を発揮して解決策を構想する力，処理の流れを図などに表し試行等を通じ
て解決策を具体化する力などの育成や，順次，分岐，反復といったプログラムの構造を支える要素等の理解。

○「ディジタル作品の設計と制作」に関する内容について，プログラミングを通して学ぶこととした。また，制作するコ
ンテンツのプログラムに対して「ネットワークの利用」及び「双方向性」の規定を追加。さらに，「プログラムによる計
測・制御」に関する内容についても，「計測・制御システムを構想」することを求めている。

○情報活用能力を系統的に育成できるよう，プログラミングに関する学習やコンピュータの基本的な操作，発達の段
階に応じた情報モラルの学習，さらに，社会科第５学年における情報化が社会や産業に与える影響についての学
習も含めた小学校における学習を発展させるとともに，中学校の他教科等における情報教育及び高等学校におけ
る情報関係の科目との連携・接続に配慮。

【第６段落：家庭や地域社会、企業等との連携との関連した配慮事項（Ｐ１２９）】
○生徒に生活や社会と技術とのつながりを意識させるとともに，常に変化を続ける技術についての学習を充実する

ために，民間企業，博物館や科学技術館，情報科や工業科，商業科を設置する高等学校等との連携について配
慮する。 40



ポイント２０

「生活や社会を支える情報の技術」の指導のポイント・留意点

説明

(1) 生活や社会を支える情報の技術について調べる活動などを通して，次の事
項を身に付けることができるよう指導する。

ア 情報の表現，記録，計算，通信の特性等の原理・法則と，情報のデジタ
ル化や処理の自動化，システム化，情報セキュリティ等に関わる基礎的な
技術の仕組み及び情報モラルの必要性について理解すること。

イ 技術に込められた問題解決の工夫について考えること。

技術分野の内容 「Ｄ 情報の技術」

【学習のねらい】
○ＰＯＳシステム等で用いられている「情報の技術」の仕組み，開発の経緯や意図を調べる活動などを通して「情報

の技術」に利用されている原理・原則，「情報の技術」の仕組み及び情報モラルの必要性について理解し，「情報
の技術」の見方・考え方に気付かせることをねらいとしている。

【アの具体例について①】
○「情報の表現」では，現在のコンピュータでは情報を「０」か「１」のように二値化して表現していること，「記録」では，

二値化された情報をどのように記録するかなどの磁気記録の原理，「計算」では，現在のコンピュータが認識できる
２進数と論理演算，「通信の特性」では，通信プロトコルの一例を扱う。

○「情報のデジタル化」では，情報のデジタル化の方法と情報量の関係について扱い，ビットやバイトなど，情報の処
理に関係する主な単位や，メガ（Ｍ），ギガ（Ｇ）などの接頭語も含めて必要に応じて取り上げる。

【アの具体例について②】
○「処理の自動化」では，コンピュータプログラムを用いて生産性を向上させる仕組み，「システム化」では，コン

ピュータに処理させても人間と同じ成果を出す仕組み，「情報セキュリティ」では，ファイアウォールや暗号化の仕組
みを理解。

○「情報モラル」では，情報に関する技術を利用場面に応じて適正に活用する能力と態度を身につけさせる必要性
を理解。

【イの具体例について】
○「技術に込められた問題解決の工夫」では，取り上げた技術が，どのような条件下で，いかに生活や社会の問題を

解決しているのかを読み取らせ，情報の技術が最適化されてきたことに気付かせる。

情報の表現，記録，計算，通
信を扱うことを明示した。そして，
情報のデジタル化，処理の自

動化，システム化，情報セキュ
リティ等の技術を解き明かす活
動を通しながら，原理・法則と
仕組みの理解を重視した。

HP版解説P.４９～５１
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ポイント２１－①

説明（１）

技術分野の内容 「Ｄ 情報の技術」

【学習のねらい】
○(1)で得た知識を基に，生活や社会の中から見いだした問題を情報通信ネット

ワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングによって解決する
活動を通して，情報の技術の見方・考え方を働かせて，問題を見いだして課題
を設定し解決する力を育成する。そのとき，情報通信ネットワークの構成と，情報を利用するための基本的な仕組
みを理解させ，安全・適切なプログラムの制作，動作の確認及びデバッグ等ができるようにすることをねらいとして
いる。
※「ネットワーク」は，閉じたネットワークでもよく，「ネットワークを利用した双方向性」では，複数のコンピュータを

ネットワークで接続し，入力と出力までの処理の過程にコンピュータ間の情報通信が一部含まれていればよい。
※「コンテンツ」とは，デジタルされた文字，音声，静止画，動画などのこと。

従前のデジタル作品を設計・制
作するだけの活動ではなく，
「ネットワークを利用した双方向
性のあるコンテンツのプログラミ
ングよって解決する活動」に変更。

(2)では，(1)の知識及び技能を
生かして，問題を見いだし，課題
を解決する。この過程は，材料と
加工の技術の場合と同様である
が，双方向性のあるネットワーク
を利用したコンテンツのプログラ
ミングを扱うことが明示された。

また，安全・適切なプログラム
の制作，動作の確認及びデバッ
グ等ができることを求めた。

「ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツに関するプログラミングによる問題の解決」
の指導のポイント・留意点

HP版解説P.５１～５４

(2) 生活や社会における問題を，ネットワークを利用した双方向性のあるコン
テンツのプログラミングによって解決する活動を通して，次の事項を身に付
けることができるよう指導する。

ア 情報通信ネットワークの構成と，情報を利用するための基本的な仕組み
を理解し，安全・適切なプログラムの制作，動作の確認及びデバッグ等が
できること。

イ 問題を見いだして課題を設定し，使用するメディアを複合する方法とそ
の効果的な利用方法等を構想して情報処理の手順を具体化するとともに，
制作の過程や結果の評価，改善及び修正について考えること。
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ポイント２１－②

説明（２） HP版解説P.５１～５４

【アの具体例について】
○「情報通信ネットワークの構成」では，(1)アの知識を踏まえ，複数のコンピュータを接続する方法，「情報を利用す

るための基本的な仕組み」では，ファイルサーバやルータ等の動きや，パケット通信やWebサイトの仕組みを理解。
○「安全・適切」では，誤作動しないプログラムやセキュリティを考えたプログラム，使用しやすい入出力デザインを意

識したプログラム，「プログラムの制作，動作の確認及びデバッグ等」では，論理的に考えたとおりに双方向性のあ
るコンテンツの動作をテストし，誤ったプログラムの修正ができるようにする。
※「内容の取扱い」の「各種メディアの基本的な特徴」では，取扱いの容易さ，情報伝達の正確性，情報量の違い

を中心に扱い，「個人情報の保護」では，氏名や顔写真などの個人情報を扱う。
【イの具体例について】
○「問題を見いだして課題を設定」では，既存のコンテンツの改善の余地を考えるなどして，利便性などに関する問

題を見いだし，双方向性のコンテンツが，問題を解決する機能として必要であるように課題を設定させる。
○「使用するメディアを複合する方法とその効果的な利用方法等を構想」では，効果的な双方向性のコンテンツに

よって，課題の解決のための処理の手順（アルゴリズム）を考えさせる。
※自分の考えを整理し，よりよい発想を生み出せるよう，アクティビティ図のような統一モデリング言語等を用いさ

せる。
○「情報処理の手順を具体化」では，アルゴリズムを基にして，プログラムを作成する。なお，生徒の実態を踏まえ，

課題解決に必要な機能，プログラムの制作やデバックのしやすさなどに配慮してプログラミング言語を選択させる。
※例えば，Scratch1.4のMESHネットワークやネットワーク通信機能を持つドリルなどの利用が考えられる。

○「制作の過程や結果の評価，改善及び修正」では，自分なりの新しい考え方や捉え方によって，解決策を構想した
ことや，自らの問題解決とその過程を振り返らせ，よりよいものとなるよう改善・修正させる。
※「内容の取扱い」の「自分なりの解決策を構想させる」では，課題の設定やメディアの効果的な利用，情報処理の

手順などに関する生徒の新しい発想を認め，「知的財産を創造，保護及び活用しようとする態度」では，生徒の新
しい発想を他の場面にも利用できるよう考えさせることで知的財産を生み出し活用することの価値に気付かせる。
「技術に関わる倫理観，並びに他者と協働して粘り強く物事を前に進める態度」では，ユニバーサルデザインの
視点から利用者の安全や健康に配慮して設計・作成させ，他者と協力して作業に取り組ませ，その成果を互いに
認め合うようにさせる。「安全や健康に十分に配慮」では，画面が太陽光や室内光で照らされて，まぶしさを感じ
ないように機器の配置に配慮し，望ましい作業体制をとらせ，長時間連続して作業を行うことは避けさせる。
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ポイント２２

説明

技術分野の内容 「Ｄ 情報の技術」

【学習のねらい】
○(1)で得た知識を基に，生活や社会の中から見いだした問題を計測・制御のプログラミングによって解決する活動

を通して，情報の技術の見方・考え方を働かせて，問題を見いだして課題を設定し解決する力を育成する。そのと
き，計測・制御システムの仕組みを理解させ，安全・適切なプログラムの制作，動作の確認及びデバッグ等ができ
るようにすることをねらいとしている。

【アの具体例について】
○「計測・制御システムの仕組み」では，センサ，コンピュータ，アクチュエータ等の計測・制御システムの要素や，計

測・制御システムの各要素間で情報の伝達が行えるようにするために，インターフェースが必要であること，計測・
制御システムの中では，一連の情報がプログラムによって処理されていることを理解。

○「プログラムの制作，動作の確認及びデバッグ等」では，適切なプログラミング言語を用いて，順次，分岐，反復と
いう情報処理の手順や構造を入力するとともに，動作をテストし，誤ったプログラムの修正をさせる。

【イの具体例について】
○「問題を見いだして課題を設定」では，家庭生活や学校生活における計測・制御に関わる身近な不便さについて

考えたり，既存の計測・制御システムの改善の余地を考えたりして，利便性，環境負荷，安全性などに関する問題
を見いだし，計測・制御システムが問題を解決する機能として必要であるように課題を設定。

○「入出力されるデータの流れを元に計測・制御システムを構想」では，センサで計測し，その計測値に基づいて，
アクチュエータを制御するシステムによって課題の解決のための処理の手順（アルゴリズム）を考えさせる。
※アクティビティ図のような統一モデリング言語や製作図等を適切に用いさせる。

入出力されるデータの流れを元
に計測・制御システムを構想して
情報処理の手順を具体化するこ
とを求めた。

「計測・制御に関するプログラミングによる問題の解決」の指導のポイント・留意点

HP版解説P.５４～５６

(3) 生活や社会における問題を，計測・制御のプログラミングによって解決す
る活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 計測・制御システムの仕組みを理解し，安全・適切なプログラムの制作，
動作の確認及びデバッグ等ができること。

イ 問題を見いだして課題を設定し，入出力されるデータの流れを元に計測
・制御システムを構想して情報処理の手順を具体化するとともに，制作の
過程や結果の評価，改善及び修正について考えること。
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ポイント２３

説明

技術分野の内容 「Ｄ 情報の技術」

【学習のねらい】
○(1)における情報の技術の見方・考え方の気付きや，(2)及び(3)における情報の技術による問題の解決の学習を

踏まえ，社会の発展のための情報の技術の在り方や将来展望を考える活動などを通して，生活や社会に果たす
役割や影響に基づいて情報の技術の概念を理解させるとともに，よりよい生活や持続可能な社会の構築に向けて，
情報の技術を評価し，適切に選択，管理・運用したり，新たな発想に基づいて改良，応用したりする力を育成する
ことをねらいとしている。

従来の評価・活用とともに，技術
の概念として，「情報の技術とは何
か」を説明できることを求めた。

管理・運用は，マネジメントでは
なく，ガバナンスの意。改良と応用
は，イノベーションの意として明示
した。

(4) これからの社会の発展と情報の技術の在り方を考える活動などを通して，
次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 生活や社会，環境との関わりを踏まえて，技術の概念を理解すること。
イ 技術を評価し，適切な選択と管理・運用の在り方や，新たな発想に基づ

く改良と応用について考えること。

【アの具体例について】
○「生活や社会，環境との関わり」では，技術には光と影があることや，技術と社会や環境とは相互に影響し合う関

係にあること，「技術の概念」では，情報の技術とは，人間の願いを実現するために，情報についての科学的な原
理・法則等の制約や，人間の価値観などの社会的な制約の下で，開発時，利用時及び障害発生時等を想定し，社
会・環境に対する影響，経済面との折り合いを付け，その効果が最も適切になるよう情報処理の方法等を考案，改
善する過程とその成果であることを理解させる。

【イの具体例について】
○「技術を評価」では，よりよい生活や持続可能な社会の構築を目指して，既存の情報の技術を，安全性や社会・産

業における役割，環境に対する負荷，経済性などの多様な視点で客観的に評価させる。
○「適切な選択と管理・運用の在り方や，新たな発想に基づく改良と応用」では，適切な管理・運用の在り方を考えさ

せてたり，新たな改良，応用を発想させたりする。

「社会の発展と情報の技術」の指導のポイント・留意点
HP版解説P.５４～５６
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ポイント２４－①

指導計画の作成と内容の取扱い 指導計画の作成 HP版解説P.１１８～１２０

【指導計画作成上の配慮事項】
(1)「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善
○主体的な学び

現在及び将来を見据えて，生活や社会の中から問題を見いだし課題を設定し，見通しをもって解決に取り組む
とともに，学習の過程を振り返って実践を評価・改善して，新たな課題に主体的に取り組む態度を育む学び，自分
の生活が家庭や地域社会と深く関わっていることを認識したり，自分が社会に参画し貢献できる存在であることに
気付いたりする活動に取り組むことなどが考えられる。

○対話的な学び
他者と対話したり協働したりする中で，自らの考えを明確にしたり，広げ深める学びである。なお，技術分野では，

例えば，直接，他者との協働を伴わなくとも，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なども，対話的な学びとなる。

○深い学び
生徒が，生活や社会の中から問題を見いだして課題を設定し，その解決に向けた解決策の検討，計画，実践，

評価・改善といった一連の学習活動の中で，生活の営みに係る見方・考え方や技術の見方・考え方を働かせなが
ら課題の解決に向けて自分の考えを構想したり，表現したりして，資質・能力を獲得する学びである。このような学
びを通して，生活や技術に関する事実的知識が概念的知識として質的に高まったり，技能の習熟・定着が図られ
たりする。

（２） ３学年間を見通した全体的な指導計画
○これまでどおり３学年間を通して，いずれかの分野に偏ることなく授業時数を配当する。また、各学年において，

技術分野及び家庭分野のいずれも履修させることとする。
○技術分野の内容ＡからＤを全ての生徒に履修させることとする。

説明（１）
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【指導計画作成上の配慮事項】
(３)各分野の各項目に配当する授業時数及び各項目の履修学年
○技術分野の内容ＡからＤの各項目に示される指導内容や生徒及び学校，地域の実態等に応じて各学校で適切

に定める。
○履修学年については，他教科との関連を考慮し，３年間にわたる全体的な指導計画に基づき各学校で適切に定

める。また，適切な時期に分散して履修させる場合や特定の時期に集中して履修させる場合，計画的な履修がで
きるよう配慮する。

（４）題材の設定
○各項目及び各項目に示す事項との関連を見極め，相互に有機的な関連を図り，系統的及び総合的に学習が展

開されるよう配慮する。
※「Ｃエネルギー変換の技術」の(2)生活や社会における問題をエネルギー変換の技術によって解決する活動を履

修する場合，「Ａ材料と加工の技術」の(2)生活や社会における問題を材料と加工の技術によって解決する活動
や「Ｄ情報の技術」の(3)生活や社会における問題を計測・制御のプログラムによって解決する活動との関連を図
り題材を設定することが考えられる。

（５）障害のある生徒への配慮
○技術・家庭科の目標や内容の趣旨，学習活動のねらいを踏まえ，学習内容の変更や学習活動の代替を安易に

行うことがないよう留意するとともに，生徒の学習負担や心理面にも配慮する必要である。また個別の指導計画を
作成し，必要な配慮を記載し，翌年度の担任等に引き継いだりすることが必要である。
〔具体例〕
ア 「Ａ材料と加工の技術」の（２）において，周囲の状況に気が散りやすく機器を安全に使用することが難しい場

合などは，障害の状態に応じて安全に作業に取り組めるように，個別の対応ができる場所や時間を確保したり，
作業を補助するジグを用いたりする。

イ 「Ｄ情報の技術」の（２）及び（３）において，新たなプログラムを設計することが難しい場合は，難易度の調整や
段階的な指導に配慮することが考えられる。

説明（２） HP版解説P.１２０～１２３
ポイント２４－②
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中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 第４章 指導計画の作成と内容の取扱い
１ 指導計画作成上の配慮事項
(5)障害のある生徒などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内容
や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。

障害者の権利に関する条約に掲げられたインクルーシブ教育システムの構築を目指し，生
徒の自立と社会参加を一層推進していくためには，通常の学級，通級による指導，特別支援
学級，特別支援学校において，生徒の十分な学びを確保し，一人一人の生徒の障害の状態や
発達の段階に応じた指導や支援を一層充実させていく必要がある。
通常の学級においても，発達障害を含む障害のある生徒が在籍している可能性があること

を前提に，全ての教科等において，一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導や支援
ができるよう，障害種別の指導の工夫のみならず，各教科等の学びの過程において考えられ
る困難さに対する指導の工夫の意図，手立てを明確にすることが重要である。
これを踏まえ，今回の改訂では，障害のある生徒などの指導に当たっては，個々の生徒に

よって，見えにくさ，聞こえにくさ，道具の操作の困難さ，移動上の制約，健康面や安全面
での制約，発音のしにくさ，心理的な不安定，人間関係形成の困難さ，読み書きや計算等の
困難さ，注意の集中を持続することが苦手であることなど，学習活動を行う場合に生じる困
難さが異なることに留意し，個々の生徒の困難さに応じた指導内容や指導方法を工夫するこ
とを，各教科等において示している。
その際，技術・家庭科の目標や内容の趣旨，学習活動のねらいを踏まえ，学習内容の変更

や学習活動の代替を安易に行うことがないよう留意するとともに，生徒の学習負担や心理面
にも配慮する必要がある。
なお，学校においては，こうした点を踏まえ，個別の指導計画を作成し，必要な配慮を記

載し，翌年度の担任等に引き継いだりすることが必要である。

説明（３）
HP版解説P.１２２～１２３

ポイント２４－③
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説明（４） HP版解説P.１２２～１２３

ポイント２４－④

新学習指導要領解説（技術・家庭科における障がいのある生徒への配慮）

中学校

ૼ

؞
ੇ
൦

困 難【家庭分野】「Ｂ衣食住の生活」の(3)及び(5)
●調理や製作などの実習を行う際，学習活動の見通しをもったり，安全に用具等を
使用したりすることが難しい場合

意 図○随時生徒が視覚的に確認できるようにする。

配 慮 例・個に応じて段階的に手順を写真やイラストで提示する。
・安全への配慮を徹底するために，実習中の約束事を決める。

困 難【技術分野】「Ｄ情報の技術」の(2)及び(3)
●新たなプログラムを設計することが難しい場合

意 図○難易度の調整や段階的な指導に配慮する。

配 慮 例・生徒が考えやすいように，教師があらかじめ用意した幾つかの見本となるプログラム
をデータとして準備する。

・一部を自分なりに改良できるようにする。

困 難【技術分野】「Ａ材料と加工の技術」の(2)
●周囲の状況に気が散りやすく，加工用の工具や機器を安全に使用することが難しい場
合

意 図○障がいの状態に応じて，手元に集中して安全に作業に取り組めるようにする。
配 慮 例・個別の対応ができるような作業スペースや作業時間を確保する。

・作業を補助するジグを用いたりする。
困 難【家庭分野】

●グループで活動することが難しい場合
配 慮 例・他の生徒と協力する具体的な内容を明確にして役割分担する。

・役割が実行できたかを振り返ることができるようにする。

49

【指導計画作成上の配慮事項】
（６）道徳科などとの関連
○生活を工夫し創造する資質・能力を身に付けることは，望ましい生活習慣を身に付けるとともに，勤労の尊さや意

義を理解することにつながるものである。また，進んで生活を工夫し創造しようとする資質・能力を育てることは，
家族への敬愛の念を深めるとともに，家庭や地域社会の一員としての自覚をもって自分の生き方を考え，生活や
社会をよりよくしようとすることにつながるものである。

○技術・家庭科で扱った内容や教材の中で適切なものを，道徳科に活用することが効果的な場合もある。また，道
徳科で取り上げたことに関係のある内容や教材を技術・家庭科で扱う場合には，道徳科における指導の成果を生
かすように工夫することも考えられる。

【内容の取扱いについての配慮事項】
(1)言語活動の充実

※技術分野の言語活動は，国語科で培った能力を基本に，設計図・栽培計画・回路図などを用いて考えたり，説
明したりするなどの学習活動の充実する必要がある。

(2)コンピュータや情報通信ネットワークの活用
※「Ｄ 情報の技術」との関連

(3)実践的・体験的な活動の充実とキャリア教育との関連
①実践的・体験的な活動の充実

※技術・家庭科では，従来から実践的・体験的な活動を重視。各分野の目標にも「実践的・体験的な活動を通し
て」と示されている。

②キャリア教育との関連
※我が国に根付いているものづくりの文化や伝統的な技術の継承，技術革新及びそれを担う職業・産業への関

心，働くことの意義の理解，他者と協働して粘り強く物事を前に進めようとする態度，安全な生活や社会づくり
に貢献しようとする態度を育むことも大切。

(4)個に応じた指導

説明（５）
HP版解説P.１２３～１２８

ポイント２４－⑤
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指導計画の作成と内容の取扱い 内容の取り扱い
HP版解説P. １２８～１３０

【内容の取扱いについての配慮事項】
(5)生活や社会の中から問題を見いだして課題を設定し解決する学習活動と家庭や地域社会,企業などとの連携

①問題解決的な学習の充実
※問題を見いだして課題を設定し，自分なりの判断をして解決するためには，根拠となる基準が重要であるの

で，生徒が個々の課題に直面した時のよりどころとなる価値判断の基準を育成することが必要である。その
際，個人の生活の範囲だけで基準を設定するのではなく，生活に係る見方・考え方や技術の見方や考え方
を働かせ，自分の生活の在り方や技術への関わり方が，地域の人々の生活あるいは地球規模での視点か
ら，将来も視野に入れた上で，どのような意味をもつのかを見極めることができるようにすることが望まれる。
特に，技術分野においてこのような学習を行う際には，技術の利用には多様な考えがあることを踏まえ，取り
上げる事例や利用する関連情報について適切に選択することが必要

※例えば、「生物の遺伝子組み換え」や「自動運転をどこまで認めるか」など、今ははっきりした見解がないも
のや正しいものでも、将来違ってくる可能性もあるので、一方向の資料だけしか出さないのは困る。

②家庭や地域社会，企業等との連携

説明（６）

ポイント２４－⑥
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ポイント２５ 指導計画の作成と内容の取扱い 実習の指導

説明

【実習の指導】
(1)安全管理

①実習室等の環境の整備と管理
※モデルの提示など，学習環境の整った実習室そのものが，生徒の内発的な学習意欲を高める効果があること

に留意する。
②材料や用具の管理
※栽培や飼育の実習では，実習後の土壌や資材等の処理について，地域の生態系へ影響を及ぼさないよう留

意し，自治体の処理方法等に対応して処理するようにする。
(２)安全管理

①実習室の使用等
※事故・災害が発生した場合の応急処置と連絡の徹底（クライシスマネジメント）

②学習時の服装及び留意事項
③校外での学習

○技術分野の安全管理や安全指導において留意すること
ア 技術分野で危機を取り扱う際には，取扱い説明書等に基づき適切な使用方法を遵守させるなど事故防止に万

全の注意を払う。
イ 学習環境の整った実習室そのものが，生徒の内発的な学習意欲を高める効果があることに留意する。
ウ 加工機器などの周囲には安全域を設ける等の事故防止に努める。また，設備の定期的な点検及び学習前の

点検を行う。
エ 実習で使用する材料の保管・用具の手入れなど適切に行う。
オ 栽培や飼育の実習では，実習後の土壌や資材等の処理について，地域の生態系への影響を及ぼさないよう

留意し，自治体の処理方法等に対処して処理する。
カ 万が一事故が発生した場合の応急処置と連絡方法の徹底等，緊急時の対応についても指導する。
キ 機器類の操作場面では，皮膚を露出しない作業着等を着用させたり，作業内容に応じて防護眼鏡，防塵マス

ク，手袋などの適切な保護具を着けさせる。また，作業後には手洗いを励行させるなど，衛生・健康面にも配慮
するよう指導する。

HP版解説P.１３０～１３２
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新大分スタンダード

＊知識の関連付け，問いの発見・解決，自己の考えの形成，思いや考えに基づく創造
＊様々な人との対話・協働による自分の考えの深化・拡充

「学びに向かう力」と思考力・判断力・表現力を育成するワンランク上の授業

１ １時間完結型

*学習の見通しをもたせ，意欲を高める「めあて」
*学びの成果を実感し，学んだことや意欲・問題意識等を次につなげる「振り返り」
*追究すべき事柄を明確にする「課題」，追究した結果を明確にする「まとめ」

2 板書の構造化

*思考を整理したり促したりする板書，思考の過程を振り返ることができる板書

３ 習熟の程度に応じた指導

*「具体的な評価規準」に基づく確かな見取り
*「努力を要する状況」の児童生徒に対する手立ての工夫

４ 生徒指導の３機能を意識した問題解決的な展開

各教科等の見方・考え方を働かせて展開する「課題設定⇒情報収集⇒整理分析⇒まとめ・発信・
交流⇒ 振り返り・評価」等の学習過程の中で行われる

「主体的な学び」を促す「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」

主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）を創造する学習展開

新大分スタンダードで
主体的・対話的で深い学びを実現！

安心して学べる「学びに向かう学習集団」
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【めあて】簡単なプログラムを作成しよう。
◆全自動洗濯機に用いられている計測・制御システムの基本的な仕組み
を知り，簡単なプログラムを作成する。

◆コンピュータを用いた計測・制御システムに関する重要な知識や概念
を思考等において利用できるような形にする。

【めあて】短時間できれいに掃除できるロボットになるよう，
プログラムを作成しよう。
◆ロボットコンテスト「より早く，よりきれいに！」でよい結果を出
すために，ルールを踏まえてプログラムを作成する。

◆目的や条件に応じた情報処理の手順について，フローチャートを用
いて考える。

中学校技術・家庭（技術分野） 題材計画（例）【第３学年：プログラムによる計測・制御】

第１次
（３時間）

振り返り

【めあて】計測・制御に関する技術の課題を明らかにし，良い
影響と悪い影響の折り合いをつけた活用法を決定しよう。
◆様々な計測・制御に関する技術を社会的側面，環境的側面，経済的
側面から評価し，今後の社会における活用について考える。

【題材のねらい】

コンピュータを用いた計測・制御に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させるとともに情報に関す
る技術が社会や環境に果たす役割と影響について理解を深め，それらを適切に評価し活用する能力と態
度を育てる。

振り返り

振り返り

【題材の振り返り】

・今後の社会における計測・制御の技術について考える視点とは何かを整理する。
・グループごとに，各人の活用の仕方を発表し合い，他者からの意見等を参考に自らの活用について再検

討させる。

第２次
（５時間）

第３次
（２時間）
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技術・家庭科 移行措置 文部科学省告示第九十四号 平成二十九年七月七日

９ 技術・家庭

平成30年度から平成32年度までの第１学年から第３学年までの
技術・家庭の指導に当たっては，現行中学校学習指導要領第２章
第８節の規定にかかわらず，その全部又は一部について新中学校
学習指導要領第２章第８節の規定によることができる。

学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）第七十

四条の規定に基づき，平成三十年四月一日から平成三十三年三月
三十一日までの間における中学校学習指導要領（平成二十年文部
科学省告示第二十八号）の特例を次のように定め，平成三十年四
月一日から施行する。なお，平成二十七年文部科学省告示第六十
四号（平成二十七年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで
の間における中学校学習指導要領の特例を定める件）は，平成三
十年三月三十一日限り廃止する。

ポイント２６－①

Ⅲ 技術・家庭（技術分野）における移行措置について
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☆移行措置の基本的な考え方
平成３０年度から平成３２年度までの第１学年から第３学年までの技術・家庭の指導に当たっては，現行中学校学

習指導要領第２章第８節の規定にかかわらず，その全部又は一部について新中学校学習指導要領第２章第８節の
規定によることができる。

○平成３３年度の３年生は，すべて新学習指導要領で学んでいることとする。おそくとも３１年度入学生より準備する
のが望ましい。

○現行の教科書で対応できない部分は，各省庁が発行する資料等を用いて対応することも可能。
○内容「Ｄ情報の技術」に関しては，現在学校で使用している機器等で対応できるのか，移行期間中に必ず確認す

ること。対応できない場合は，設置者と相談し，適切な対応を行うこと。

技術・家庭（技術分野）における移行期間中の留意点について

小学校５年

中学校１年

中学校２年

中学校３年

小学校６年小学校５年

小学校６年

中学校１年

中学校２年

小学校４年 小学校５年

小学校６年

中学校１年

中学校２年

中学校３年

小学校６年 中学校１年

中学校３年

中学校３年中学校２年

平成２９年度
現在

小学校３年

小学校４年 中学校１年

平成３０年 平成３１年 平成３２年 平成３３年

中学校２年

移行期間 完全実施

計測・制御システム

Ｄ　情報の技術

技術・家庭（技術分野）における移行期間に関わる内容（事項）の抜粋

内容（事項）
等角図

第三角法
水産生物の栽培 情報セキュリティー

サイバーセキュリティー

双方向性のある
プログラムコンテンツ

内容領域 Ａ　材料と加工の技術 Ｂ　生物育成の技術

ポイント２６－②
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