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学力低下の一因は，子どもたちが学習への
動機付けを見失っている点にあると考えられ
る。学習自体が「将来に役立ちそう」，「自分
の可能性を広げてくれる」と感じている生徒
はPISA の調査でも半数を下回っている。

「生きる力」が必要と考えられてない

「目の前の目的や，生活上，日常的に使用しない知
識には意味がない」ととらえているのであり，「知への
執着心のなさ」が学習の意義を見いだせない理由と
考えられる。



「生きる力」

「知りたい」知的好奇心

今までは自分には無意味だと思っていた学習
の断片が，教科の連携により結びつくことに
よって，今後生きていく社会でのさまざまな現
象との関連や，多角的に物事を考える重要性

を生徒が実感

教科の
関連性を
高める



A 材料と加工に

関する技術

算数・数学

生活科
図画工作

・美術



小学校

［算数］ 平面図形や立体を図
で表すことを学びます。

＜第３学年＞ 二等辺三角形，正
三角形，円について，定規やコ
ンパスによる作図を指導する。

＜第４学年＞ 平行四辺形，ひ
し形，台形などの四角形を，定
規やコンパスを使って作図する
ことを指導する。直方体，立方
体の見取図や展開図をかくこと
を指導する。

＜第５学年＞ 角柱，円柱の見
取図や展開図をかくことを指導
する。底面，側面という用語に
ついても指導する。

中学校

［数学］空間図形を学びます。

＜第1 学年＞ 空間図形を直線
や平面図形の運動によって構
成されるものととらえたり，空間
図形を平面上に表現して平面
上の表現から空間図形の性質
を読み取ったりすること。



（３）ア 使用目的や使用条件
に即した機能と構造に
ついて考えること。

イ 構想の表示方法を知
り、製作図をかくこと
ができること。



• ～算数・数学と技術科～

• 算数的活動・数学的活動が重視

• ⇒算数や数学で習得した知識や技能を、社会や
生活の現実場面で活用していく学習活動

• ⇓
• 現実と結びつけた学習場面の設定とともに、技

術科をはじめ様々な教科等の知識・技能の習
得・活用・探求活動が一般的に必要となる。



小学校

［図画工作］材料や工具につい
て学びます。

＜第１学年及び第２学年＞ 土，粘土，木，
紙，クレヨン，パス，はさみ，のり，簡単な
小刀類など身近で扱いやすいものを用
いることとし，児童がこれらに十分に慣れ
ることができるようにすること。

＜第３学年及び第４学年＞ 木切れ，板材，
釘，水彩絵の具，小刀，使いやすいのこ
ぎり，金づちなどを用いることとし，児童
がこれらを適切に扱うことができるように
すること。

＜第５学年及び第６学年＞ 針金，糸のこぎ
りなどを用いることとし，児童が表現方法
に応じてこれらを活用できるようにするこ
と。

面白い動きをつくりだすために，重さやバ
ランス，クランク，モーターなどを組み合
わせて表すなども考えられる。

中学校

［美術］目的や機能を考えた表
現方法を学びます。

＜第1 学年＞ 用途や機能，使用する者
の気持ち，材料などから美しさなどを
考え，表現の構想を練ること。

材料や用具の特性などから制作の順
序などを考えながら，見通しをもって
表現すること。

＜第２・３学年＞ 材料や用具，表現方
法の特性などから制作の順序などを
総合的に考えながら，見通しをもって
表現すること。



（２）ア 材料の特徴とその利用方
法を知ること。

イ 材料に適した加工法を知

り、工具や機器を安全に
使用できること。



～図画工作科と技術科～
中学校学習指導要領解説 技術・家庭編では、「A
材料と加工に関する技術」の「（１）生活や産業の
中で利用されている技術について、次の事項を指

導する。」において、技術分野の意義を明確
にするとともに、小学校での図画工作
科などとの学習を踏まえ、３学年間の
学習の見通しを立たせるガイダンス的
な内容として、第１学年の技術分野の
最初に履修させることと明記している。



ものづくりの重要性は、単に
作り手としてのものをつくる
技術を習得するという観点
だけではない。むしろ緻密
さへのこだわりや忍耐強さ、
ものの美しさを大切にする
感性、持続可能な社会の構
築へとつながる「もったいな
い」という我が国の伝統的
な考えのほか、ものづくりで
大切なチームワークや自発
的に工夫や改善に取り組
む態度も重要である。 （中

教審教育過程部会最終答
申６８頁）

⇒算数・数学 美術

⇒音楽 美術

⇒社会 総合的な学習の時
間（地域活動）

⇒体育



関連を測ることで、ものづくりの態度
や資質を養うことができる。



B エネルギー変換に
関する技術

理科

図画工作 社会



小学校

［理科］電気について学びます。

＜第３学年＞ 乾電池に豆電球などをつなぎ，電気を通すつなぎ方や
電気を通す物を調べ，電気の回路についての考えをもつことが
できるようにする。

＜第４学年＞ 乾電池の数やつなぎ方を変えると，豆電球の明るさや
モーターの回り方が変わること。光電池を使ってモーターを回す
ことなどができること。
指導に当たっては，２種類以上のものづくりを行うものとする。

＜第５学年＞ 電流の流れているコイルは，鉄心を磁化する働きがあ
り，電流の向きが変わると，電磁石の極が変わること。
電磁石の強さは，電流の強さや導線の巻数によって変わること。
指導に当たっては，２種類以上のものづくりを行うものとする。

＜第６学年＞ 手回し発電機などを使い，電気の利用の仕方を調べ，
電気の性質や働きについての考えをもつことができるようにする。
電気は，つくりだしたり蓄えたりすることができること。
電気は，光，音，熱などに変えることができること。
電熱線の発熱は，その太さによって変わること。
身の回りには，電気の性質や働きを利用した道具があること。
指導に当たっては，２種類以上のものづくりを行うものとする。

［理科］てこの原理を学びます。

＜第６学年＞ てこを使い，力の加わる位置や大きさを変えて，てこの

仕組みや働きを調べ，てこの規則性についての考えをもつこと
ができるようにする。
指導に当たっては，２種類以上のものづくりを行うものとする。

中学校

［理科 第１分野］電流，電流と磁界を学
びます。

＜第２学年＞ 回路と電流・電圧…回路をつくり，回路の電
流や電圧を測定する実験を行い，回路の各点を流れ
る電流や各部に加わる電圧についての規則性を見い
だすこと。
電流・電圧と抵抗…金属線に加わる電圧と電流を測
定する実験を行い，電圧と電流の関係を見いだすとと
もに金属線には電気抵抗があることを見いだすこと。
電気とそのエネルギー…電流によって熱や光などを
発生させる実験を行い，電流から熱や光などが取り
出せること及び電力の違いによって発生する熱や光
などの量に違いがあることを見いだすこと。
電流がつくる磁界…磁石や電流による磁界の観察を
行い，磁界を磁力線で表すことを理解するとともに，コ
イルの回りに磁界ができることを知ること。
磁界中の電流が受ける力…磁石とコイルを用いた実
験を行い，磁界中のコイルに電流を流すと力が働くこ
とを見いだすこと。
電磁誘導と発電…磁石とコイルを用いた実験を行い，
コイルや磁石を動かすことにより電流が得られること
を見いだすとともに，直流と交流の違いを理解するこ
と。



（１）ア エネルギーの
変換方法や力
の伝達の仕組
みを知ること。

イ 機器の基本的
な仕組みを知り、
保守点検と事

故防止が出来る
こと。



小学校

［社会］暮らしにかかわる道具に
ついて学びます。

＜第３・４学年＞ 古くから残る暮らしに
かかわる道具，それらを使っていたこ
ろの暮らしの様子。

［図画工作］力を伝える仕組みを
学びます。

＜第５学年及び第６学年＞ 面白い動き
をつくりだすために，重さやバランス，
クランク，モーターなどを組み合わせ
て表すなども考えられる。

中学校

［理科 第１分野］エネルギー，科
学技術の発展，自然環境の保
全と科学技術の利用を学びます。

＜第３学年＞ 様々なエネルギーとその
変換…エネルギーに関する観察，実験
を通して，日常生活や社会では様々な
エネルギーの変換を利用していること
を理解すること。
エネルギー資源…人間は，水力，火力，
原子力などからエネルギーを得ている
ことを知るとともに，エネルギーの有効
な利用が大切であることを認識するこ
と。
科学技術の発展…科学技術の発展の
過程を知るとともに，科学技術が人間
の生活を豊かで便利にしてきたことを
認識すること。
自然環境の保全と科学技術の利用…
自然環境の保全と科学技術の利用の
在り方について科学的に考察し，持続
可能な社会をつくることが重要である
ことを認識すること。



（１）ウ エネルギー変換に関
する技術の適切な評

価・活用についてかん
がえること。

（２）ア 製作品に必要な機能

と構造を選択し、設計
ができること。

イ 製作品の組み立て・
調整や電気回路の配

線・点検が出来るこ
と。



C 生物育成に関する
技術

理科 生活科



小学校

［生活科］生物について学びます。
動物を飼ったり植物を育てたりして，それらの育つ場所，変化や成長の
様子に関心をもち，また，それらは生命をもっていることや成長している
ことに気付き，生き物への親しみをもち，大切にすることができるように
する。

［理科］生物について学びます。
＜第３学年＞ 植物の育ち方には一定の順序があり，その体は根，茎及び葉

からできていること。「植物の育ち方」については，夏生一年生の双子
葉植物を扱うこと。

＜第４学年＞ 動物の活動は，暖かい季節，寒い季節などによって違いがあ
ること。植物の成長は，暖かい季節，寒い季節などによって違いがある
こと。

＜第５学年＞ 植物を育て，植物の発芽，成長及び結実の様子を調べ，植物
の発芽，成長及び結実とその条件についての考えをもつことができるよ
うにする。など

＜第６学年＞ 植物の葉に日光が当たるとでんぷんができること。根，茎及び
葉には，水の通り道があり，根から吸い上げられた水は主に葉から蒸
散していること。

［理科］環境とのかかわりについ
て学びます。

＜第３学年＞ 生物は，その周辺の環境とかかわって生きていること。

＜第６学年＞ 動物や植物の生活を観察したり，資料を活用したりして調べ，
生物と環境とのかかわりについての考えをもつことができるようにする。

中学校

［理科 ２分野］
＜第１学年＞ 植物の体のつくりと働き，植物の

仲間を学びます。
花のつくりと働き…いろいろな植物の花のつくりの観察を行い，その観察
記録に基づいて，花のつくりの基本的な特徴を見いだすとともに，それ
らを花の働きと関連付けてとらえること。
葉・茎・根のつくりと働き…いろいろな植物の葉，茎，根のつくりの観察を
行い，その観察記録に基づいて，葉，茎，根のつくりの基本的な特徴を
見いだすとともに，それらを光合成，呼吸，蒸散に関する実験結果と関
連付けてとらえること。など

＜第２学年＞ 動物の仲間について学びます。
脊椎動物の仲間…脊椎動物の観察記録に基づいて，体のつくりや子
の生まれ方などの特徴を比較，整理し，脊椎動物が幾つかの仲間に
分類できることを見いだすこと。
無脊椎動物の仲間…無脊椎動物の観察などを行い，その観察記録に
基づいて，それらの動物の特徴を見いだすこと。

＜第３学年＞ 生物の成長と殖え方，遺伝の規
則性と遺伝子，自然環境の保全と科
学技術の利用について学びます。

細胞分裂と生物の成長…体細胞分裂の観察を行い，その過程を確
かめるとともに，細胞の分裂を生物の成長と関連付けてとらえること。
自然環境の保全と科学技術の利用…自然環境の保全と科学技術の利
用の在り方について科学的に考察し，持続可能な社会をつくることが
重要であることを認識すること。など



（１）ア 生物の育成に適する条件と生物の育成環境を
管理する方法を知ること。

イ 生物育成に関する技術の適切な評価・活用につ
いて考えること。

（２）ア 目的とする生物の育成計画を立て、生物の栽培
又は飼育ができること。





D 情報に関する技術

国語

社会 総則



小学校

［総則］
情報教育の充実，コンピュータ等や教材・教
具の活用…各教科等の指導に当たっては，
児童がコンピュータや情報通信ネットワー
クなどの情報手段に慣れ親しみ，コン
ピュータで文字を入力するなどの基本的な
操作や情報モラルを身に付け，適切に活
用できるようにするための学習活動を充実
するとともに，これらの情報手段に加え視
聴覚教材や教育機器などの教材・教具の
適切な活用を図ること。

［国語］ローマ字の指導が小学校３年生
で行われます。

ローマ字の指導については，情報機器の活用や他の学
習活動等との関連を考慮し，従前の第４学年から第
３学年に移行。

［社会］情報について学びます。
＜第５学年＞我が国の情報産業や情報化した社会の様

子について，次のことを調査したり資料を活用したり
して調べ，情報化の進展は国民の生活に大きな影
響を及ぼしていることや情報の有効な活用が大切
であることを考えるようにする。

中学校

［総則］

教科等の指導に当たっては，生徒が情
報モラルを身に付け，コンピュータや
情報通信ネットワークなどの情報手
段を適切かつ主体的，積極的に活用
できるようにするための学習活動を
充実するとともに，これらの情報手段
に加え視聴覚教材や教育機器などの
教材・教具の適切な活用を図ること。



• （１）ア コンピューターの構

• 成と基本的な情報処

• 理の仕組みを知ること。

• ウ 著作権や発信した情

• 報に対する責任を知り、

• 情報モラルについて考えること。

• エ 情報に関する適切な

• 評価・活用について

• かんがえること。



教科 「情報」の知識を
「他教科」で生かす

「他教科」の知識を
「情報」で生かす

「情報」と「他教科」
を組み合わせ発展
的に生かす

国語 ・情報を収集・整理し，正確，簡潔
にまとめる。
・電子メール，手紙など異なる媒体
でコミュニケーション，表現を行う。

・自分の考えを的確に表すための
表現を工夫した上で，スピーチ，プ
レゼンテーションなどを行う。

・メディアリテラシー
・新聞などのメディア特性を
研究し，取材活動を行い新
聞などの作品を制作する。

算数・数学 ・式と曲線（グラフ作成）
・シミュレーションと，計算結果など
の比較，検証

・確率・乱数・配列
・数式モデルの作成
・統計処理 ・数列
・プログラムへの活用

・数学的，論理的な思考で物
事を考えること。

社会 ・正しく情報を読みとる力
・客観的かつ公正な資料に基づい
た多面的・多角的な考察。
・見学，実地調査，資料のデジタル
記録，活用，資料の作成，発表。
・デジタル地図の活用

・テーマを設定しレポート作成，課
題学習とその表現，発表。
・各種データ，白書などの身近な資
料を使った統計処理。
・情報モラル

・世界の地形，自然環境，世
界の都市について研究を深
める。
・現代の日本の諸問題を分析
し，日本の望ましい社会像を考察
する

理科 ・各種マルチメディア教材の
利用，作成

・音と光の特性，周波数，波長，音
と色の伝わり方

・環境問題などについて科学的に
考え，実験などを行って理論を検
証し，発表する。

音楽・美術 ・電子楽器(シンセサイザー，
サンプラーなど)の演奏
・デジタル作品の作成
・作品制作の準備段階としてデジタ
ル上で試行的に制作する。

・音を生かした表現
・色彩，デザインを工夫した情報表
現
・毛筆レタリング，伝統的な書体の
デジタル表現と効果について考え
る。

・映像メディア表現
・メディアリテラシー
・クレイアニメーション作成などで，
ストーリー構成から動画の原理ま
でを総合的に学習する。

英語 ・マルチメディア教材活用
・電子メールによるコミュニケーショ
ン
・Webサイトなどの活用

・外国語の情報活用
・外国語での情報表現
・プログラミング，専門用語の理解
促進

・国際交流
・留学した際など，情報ネットワーク
によるリアルタイムの情報交換

家庭科 ・生活環境の科学的な計測，実験
とその理解
・消費生活の変化などについ
て調べ，発表する。
・簡易CAD やCG を利用し住居設
計やインテリアシミュレーションを
行う

・消費者の権利と責任
・インターネットでの買い物などのト
ラブルに対する対処法など。
・ユビキタス社会を考慮し，
これからの住居環境につい
て考える。

・社会生活との関連
・ネットワークの光と影について考
察し，望ましい情報化社会と家庭
生活などについて考える。



～国語科と技術科～

中学校学習指導要領解説 技術・家庭科において
も、国語科で培った能力を基本に、知的活動の基
盤という言語の役割の観点から、実習等の結果を
整理し考察するといった学習活動の重視を求めて
いる。設計図や図表及びものづくりに概念などを用
いて考えたり、説明したりするなどの学習活動や、
内容「D 情報に関する技術」と関連させて、情報通

信ネットワークや情報の特性を生かして考えを伝え
あう活動の充実について解説している。



実践的・体験的な活動

ものづくり
の魅力

優秀な技術に
対しての社会
的価値観の形

成

技術の様々な語彙
を実感を持って理解

できる



まとめ

技術科と他教科の関係性は大きく、教科間の
相互作用によって理解を深めることができる。

「確かな学力」

技術科の早い
サイクル

他教科「生きる力」
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