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Ｓ－Ｔ分析
授業における活動時間を生徒(Ｓ)の活動時間・教師(Ｔ)の活動時間に分け、生徒・教師の活動時間の配
分をグラフ化することによって分析するために行う分析方法。
分析方法
・授業時に録画したビデオ画像を 30 秒単位に区切る。
・生徒の発言や作業を「生徒の活動時間」、教師の発言や指示、作業を「教師の活動時間」に分け、それ
らが授業開始時から何分後に行われているのかを測る。
・活動時間を「生徒の活動時間」・「教師の活動時間」の 2 つだけに絞る。
・活動時間の配分をグラフ化する。
分析結果
・授業時間

３０９０秒

【51 分 30 秒】

・生徒(Ｓ)の総活動時間

１０９２秒

【約 18 分】

・教師(Ｔ)の総活動時間

１９９８秒

【約 33 分】

※生徒の移動時間は「教師の活動」に含む
※生徒からのかんなのかけ方についての質問時間は「生徒の活動」に含む
※ワークシート記入時間は「生徒の活動」に含む
※ワークシートの文章を読む時間は「生徒の活動」に含む
※生徒の作業時間は１０分間とした。
※清掃の時間は含まれていない。

生徒(Ｓ)と教師(Ｔ)の活動時間の割合
・生徒

３５％

・教師

６５％

生徒(Ｓ), 35%

教師(Ｔ
), 65%

生徒(Ｓ)と教師(Ｔ)の活動時間の割合
・生徒

４３％

・教師

５７％

－指導案に則す時間配分－（作業時間 2 分・清掃時間５分追加）
生徒(Ｓ), 43%

教師(Ｔ), 57%

比較
生徒の活動時間が 4 割を超えたことで、全体的に生徒の活動と教師の活動の比が均一に近づいたよう
に見えるが、これにより授業時間が 60 分に達してしまった。この増加した 10 分を教師の活動から減
らし、50 分にまとめるべきである。
考察
・裏がねの役割について(導入)
活動時間「Ｓ:16 秒

Ｔ:434 秒」

教師の発問に対して、生徒が答える時間以外は教師の説明のため 、教師の活動時間が 96％になった。
⇒裏がねについて一方的に説明したことで、生徒の活動が発問に答える以外なかったことが要因で
あると思われる。
・かんなの調節について(展開)
活動時間「Ｓ:54 秒

Ｔ:456 秒」

生徒の発表やワークシートに記入する時間以外は教師の実演や説明のため、 教師の活動時間が
89％になった。
⇒教師が実演に多くの時間を要したため、教師の説明が長くなってしまったことが要因であると思
われる。
・こぐち面のかんながけについて(展開)
活動時間「Ｓ:94 秒

Ｔ:716 秒」

教師の発問に対して、生徒が答える時間以外は教師の実演や説明のため、教師の活動時間が 88％に
なった。
⇒教師がこぐち面のかんながけを実演する際に、生徒から質問が出たことを生徒の活動時間とした
ため、生徒の活動時間が 12％になった。
・生徒が調節とこぐち面のかんながけを行う (展開)
活動時間「Ｓ:662 秒

Ｔ:28 秒」

生徒の活動中は全て”Ｓ”としたため、生徒の活動時間が 95％になった。ただし、この時間の中に
は机間巡視における教師の支援が含まれる。
⇒教師の活動時間はないが、教師の支援は行われていた。
・かんながけのまとめについて(まとめ)
活動時間「Ｓ:257 秒

Ｔ:373 秒」

生徒がワークシートにポイントを書き込む時間『180 秒(３分)』は生徒の活動時間としたことで、
生徒の活動時間が 40％となった。残りの時間は生徒が発表した時間である。生徒の発表に対する解
説や補助質問が教師の活動時間である。
⇒『180 秒(３分)』を除くと生徒の活動は 77 秒しかなく、教師主導のまとめとなってしまった。
結論
全体を通して見ると、教師の活動時間が 7 割近くに達し、生徒の活動時間は 3 割程度しかなかった。
その上、生徒の活動時間のうち、作業時間が 2 割を占めたため、作業時間を除くと生徒の活動時間は 1
割程度しかなかった。このため、実習を含む授業ではあるが、今回の授業は教師主体の説明を主とす
る授業であったと言える。
解決案
活動時間が生徒 35％・教師 65％は作業を主とする授業としては生徒の活動時間が少ないため、作業
以外にも生徒の活動時間を増やすべきである。具体的には発問項目、ワークシート記入時間を増やす
などが考えられる。また、授業前半はほとんどが教師の活動時間、授業後半は生徒の活動時間が極端
に多くなってしまったが、時間配分を考えるべきである。教師の活動時間が増えた原因は教師が言葉
に詰まったり、発言を繰り返したことにある。そこで、教師はスムーズに発言をすべきである。具体
的には発言を練りこむ、事前に練習を重ねるなどが考えられる。

授業者から見た問題点

～3 年生Ｔ･Ｎの視点～

・ワークシートの確認をする際に、何を確認すべきなのか指示していないまま展開に入ってしまったた
め、生徒が混乱した。
⇒確認場所を明確に指示し、ワークシートを読む時間を取るべきだった。
・刃の出の最終調節方法の説明が最初から行う調節方法のように感じられた。
⇒最終調節方法であることしっかりと伝えるべきだった。
・端欠けが木材の「やわらかい所に起きる」と説明したため、端欠けが必ず起きると誤解させた。
⇒端欠けが起きやすいと伝えるべきだった。
・作業すべき内容を生徒に伝えなかったため、生徒が何をすべきかわかっていなかった。
⇒教師の伝達ミス。作業前にしっかりと伝えるべきだった。
・教師の教えたかんながけと違う方法で行った生徒がいた。
⇒教師がかんながけの方法を熟考していなかった。
・作業を終えた生徒に対する指示がなかったため、混乱する生徒がいた。
⇒作業前に全体に伝えるか、作業中に見つけ次第個別に伝えるべきだった。「作業が終わった人は、道
具を道具箱にしまい、ワークシートの気付いたことの欄を書きましょう 。」

授業反省

～アンケート調査から～

教師の発言・態度・立ち位置は適切だったか
○手癖が悪い
・説明に関係ないものを持っていた。常に何か触っていた。
⇒ジェスチャーを交えて説明するのは問題ないが、関係ないものを持たないよう心がける。教卓の
前で説明するなど、立ち位置を工夫する。
○教師の話し方に問題がある
・必要ない場面で指示語を多用している
⇒口癖で「これ」を多用しているので、意識して使用しないようにする。また、指示語を使用する
際は何に対して指示語を用いているのかを明確にする。
○言葉の使い方が適切でない
・丁寧語がうまく使えてない。生徒を指名する際に名前で呼んでしまった。
⇒言葉遣いに関しては、日ごろから注意して話す。一朝一夕ではどうにもならないが、日々の授業
で心がける必要がある。
○教師に落ち着きがなかった
・自信がないところを質問されたり、予想外の自体が発生した際に、教師が明らかに動揺していた 。
⇒自信がないところは事前にしっかり調べるようにし、常に予想外のことが起こることを想定して
授業を進める。

教具の使い方は適切だったか
○教材の見せ方が適切ではなかった
・生徒全員に教材を見せる配慮がなかった。
⇒教師の視野が狭くなっていたので、まわりを見るよう心がける。具体的に、木材を複数用意して
生徒にまわしたり、スポンジの模型を横にいる生徒にも見えるように見せるなどの措置をとる 。
○実演の方法に問題がある
・実演場所が遠かった・後ろに立っている生徒にも気をかけていなかった
⇒もっと近くに行って作業する。教師の視野の範囲に生徒を集める。
○ワークシートの使い方に問題がある
・ワークシートの記入がただの作業になっていた。
⇒もっと生徒に考えさせる時間をとり、発問をするなどして生徒が活動できる環境を作る。

教師の指導は適切だったか
○生徒が理解していない
・教師が説明を急いでしまったり、不十分だったため、生徒が理解できずに進んでしまった。
⇒教師があらかじめ説明を練りこんでおく。特に生徒が混乱すると思われる箇所は入念に考える必
要がある。
○教師の実演が適切でなかった
・こば削りとこぐち削りのかんなのかけ方が異なっていたため、生徒が混乱してしまった。
⇒こば削りとこぐち削りを比較する際は、かけ方を統一する。
○机間巡視に問題がある
・生徒の呼びかけに対して、反応しなかった。
⇒教師はあらかじめ、どこを中心に見るのかという観点を考えておく。また、複数の生徒から呼
びかけがあった場合は「後で行くよ」などの掛け声をする。
○生徒の問題に対して、適切な支援が行われてない
・失敗してしまった生徒へ「大丈夫」としか言ってない 。生徒の疑問に答えられていなかった。
⇒事前に考えられる質問に対して答えを用意しておく。それ以上に想定外の質問をされたときは
「次回までに調べておきます」などでその場をしのぐ。とにかく何かしらの反応を返すように
する。
○道具を片付ける指示がなかった
・作業を終えた後、道具をどうすればいいのかの指示がなかったため、机の上に道具が散乱してい
た。
⇒作業終了次第、道具を道具箱にしまうよう指示する。

教材・教具について
○教材・教具についての反省と改善
・木材の模型についての反省（作りがきたない・教師の説明内容と教材の不一致）
⇒生徒に理解させたい内容を明確にし、それに沿うわかりやすい説明を教師が練りこむことが必
要。
・かんな身の模型についての反省（全体的にきたない・長期にわたり使えるものではない・木材の
模型に対し大きかった）
⇒刃の部分だけではなく、かんな全体の模型を木材の模型の大きさに合わせて作る。
・模造紙・フラッシュカードについての反省（見やすいものに仕上げたが、多用してしまい、効果

が薄れてしまった。）
⇒板書と模造紙のバランスを考え、最適な方法をとるべきであった。
・見本の木材についての反省（１枚刃と２枚刃で削ったときに木材を一緒にしてしまった 。）
⇒材料を事前に準備しておくべきであった。
・ワークシートについての反省（見づらい・レイアウトが悪い・どこに記入をすればよいかわから
ない・教師がワークシートの最良の使い方を考えていない）
⇒より見やすいレイアウト、記入欄に番号をふるなどの工夫、また、教師による生徒への呼びか
けが必要であった。
○教材・教具の開発の過程
・木材繊維模型の第一案（未使用）
⇒実際の木材はこのような構造をしていない。
かんなは実際にこのように削らない。
生徒が繊維方向について理解するのは難しい。
・木材繊維模型の第二案（未使用）
⇒サイズが小さく遠くの人が見づらい
さか目ぼれが起こる様子がわかりにくい。
見やすい色をしているが、これが木材とわかる生徒は少ないと考えた 。
・木材繊維模型の第三案（使用）
⇒大きさが丁度よい
実際の木材もこのような構造をしている。
さか目ぼれが起こる様子がわかりやすい。
端かけの様子もわかりやすい。
早材と晩材の違いによって、さか目ぼれや端かけが起こることを説明しやすいものだった。
・木口台・木端台（使用）
⇒中学生がかんなをかける際、面を平面にかけることが難しいと想定さ
れた。木口台・木端台を使用することでかんなを平面にかけることが
可能になる。
万力などの設備がない場所でも使用することがができる。

板書についての反省と改善
○本時の学習目標の伝達がない
・板書計画に書いてあったタイトルを板書しなかった。
⇒タイトルは本時の目標でもあるので、必ず授業が始まったときに板書する。
○フラッシュカードを活かせなかった
・フラッシュカードや模造紙を多用し、本来のフラッシュカードの長所を活かしきれなかった。
⇒もっと板書を増やし、フラッシュカードを印象付けたいところに使用するべき。
○板書とワークシートの不一致
・板書とワークシートがやや違っているため、どこに書き込んでよいかわからなくなる。
⇒板書とワークシートをできるだけ同じものにし、文章を教師が板書するようにする。
○まとめの方法
・まとめのときに板書をしなかったため、まとめがあまり意味を成さなかった。また、生徒がワーク
ーシートに記入をせずに終わってしまった。
⇒生徒の意見を黒板に書き出し、まとめを行う。また、記入を促すように指示をする。

教室・道具の配置、実演の場所は適切だったか
○道具の配置について
・道具箱を生徒の机に置かないのは良かったが、教卓の上に置いてあったため、教師の手元が見えな
かった。
⇒教卓の横に別の机を配置し、そこに置くか、生徒の机の下に置く。

授業の構成について
○前時と本時のつながりは適切であったか（今回の授業の観点）
＊つながりが弱い
・前時からの流れで裏がねを学習したが、本時の内容からすると裏がねの学習は意味がなく、必要な
かった。
⇒裏がねの説明は、こば面のかんながけを行った前時に行い、こぐち面のかんながけを行った本時
では触れないようにする。こぐち面では裏がねは必要ない。むしろ、裏がねが出ていることで切
削抵抗が増えるため、こぐち削りをする際により多くの力が必要となり、力のない中学生には難
しくなってしまう。
○導入は適切だったか
＊前時の振り返り・本時の内容が十分に把握できていない
・始まり方が急なため、生徒が授業に入り込めず、本時の活動内容の伝達ができていなかった。
⇒まず、授業の始まりに前時の内容を確認し、続いて本時の学習内容を生徒に伝える必要がある。
こぐち面の模型を使って確認すればよかったのではないかと思われる。
＊生徒を惹き付ける導入でない
・導入で生徒の興味を惹き付けることができなかった。
⇒教材である木材を増やして、生徒全員が触れるようにすることで、生徒は表面の違いを理解でき、
興味・関心が沸くと思われる。また、木材が説明に適したものではなかった。生徒に配ったもの
と同じ木材か、説明に適した木材を探し、使用すべきである。
○導入と展開のつながりは適切だったか
＊裏がねの調節とこぐち削りがつながってない
・こぐち削りでは、裏がねが効いていないほうがよく削れるにもかかわらず、裏がねの説明を導入で
入れてしまった。
⇒本時の主たる学習内容はこぐち削りなので、裏がねの説明は前時のこば削りで行わなければなら
ない。それを踏まえて、本時では裏がねをあまり出さないように調整することを生徒に説明しな
ければならない。
○こぐち面のかんながけの方法についての指導は適切だったか（今回の授業の観点）
＊かんなの調節の仕方
・かんなの調節の説明が教師の一方通行になっていた。
⇒適宜、生徒に発問するなどをして、生徒が考え、発表する時間を与える必要がある。
＊裏がねの調節の仕方
・糸一本の糸が何の糸かわからないため、どれくらいの目安なのかわからない。また、どのように確
認するかの指導もなかった。
⇒絹糸を用意するか、調節済みのかんなを渡すかして対処する。また、どのように確認するかを実
演し、指導を行う必要がある。
＊端欠けの説明
・プレ授業の反省を活かして原理は押さえたが、教師が言葉足らずのため、生徒が十分に理解するこ
とはできなかった。
⇒教師は調べるだけでなく、どう説明するかを考える必要がある。実演の練習をする際に、生徒に

伝えやすい言葉を練りこむべきである。
＊こぐち面の切削方法
・角度をつけてかける方法は間違いではなかったが、初めてかける生徒にとっては難しいため、適切
な方法とは言い難い。
⇒全体にはこば面の切削方法と同様のかけ方を教える。角度をつけてかける方法は、作業時の机間
巡視の際に、うまく削れている生徒に対して発展的な内容として教える。その際には長所・短所
の説明も行う必要がある。
・板を当ててかける方法以外にも端欠けが起きない方法を教えていない。
⇒本時では生徒の混乱を避けるため、捨て板を当ててかける方法しか伝えなかったが、木材をひっ
くり返して逆からかける方法も教える必要がある。生徒がかけ方を選択できることで、それぞれ
の違いを理解できるような指導を行うべきである。
○まとめは「かんながけ 2 時間のまとめ」として適切だったか（今回の授業の観点）
＊オープンエンドに終わってしまった。
・まとめる際に教師が指示を出さなかったため、生徒は思いつくままに書き込んでしまった。そのた
め、まとめる内容が広がりすぎ、押さえるべきポイントを押さえることができなかった。
⇒グループワークで生徒がワークシートにまとめのポイントを記入する前に、教師が押さえるポイ
ントを絞り込み、そのポイントに導く説明を行う。生徒がポイントを発表する時は、教師は大事
なポイントについての板書を行い、それを生徒はワークシートに書き込むように指示する。

総括
教師の話し方や態度は自然であった。これは事前に練習を積み重ねたことや、発言する内容を書き出
し、練り直したことで向上したのものだと考えられる。
授業全体で見ると、生徒が内容を理解しているかどうかが把握できていなかったため、教師の一方的
な説明で終わっていた。そのため、生徒の活動時間が多くはなく、生徒が授業に参加できていないよう
に感じられた。これは指導案の練りが甘かったこともあるが、事前の練習の際に授業の流れを気にしす
ぎたため、各展開の指導に関しては熟考していなかったことが原因だったと考えられる。練習の際に授
業者以外は生徒の立場になりきって参観することが求められる。
また、指導方法の不備や指導内容自体に問題があったため、生徒に無用な混乱を与えてしまった。か
んながけの方法は木工班だけで勝手に判断してしまったために起こった事態であるため、識者の意見を
聞く必要があったと思われる。裏がねの説明は調べが足りなかったために指導案に載せてしまったため、
識者の意見を聞き、しっかりと本などで調べる必要があったと思われる。

プレ授業
配

学習指導案

活動内容

－改善版－
生徒の活動

教師の支援・留意点

時

◎発言

準備物

☆評価

・ならい目でかんなをかけた木材(Ａ) か ん な を
導
入

とかけていない木材(Ｂ)を各班に置

かけた木

いておく。

材・かん

・あらかじめ調整しておいたかんな・

なをかけ

げんのうを工具箱に入れて教卓の横

ていない

に置いておく。

木材

５
分

かんな
前時の活動内

・既習事項を確認する。

容を確認

げんのう

たね。

本時の活動内
容の確認

◎先週はのこぎりで材料取りをしまし

・机に置いてある木材を見るよう指示
＜予想される生徒の反応＞
→Ａの面です。
・のこぎりの切断面とかんな

する。
◎どちらのこば面がきれいですか。
◎今日はかんなという道具を使って切

がけの切断面の違いを認識

断面をきれいにします。

する。

・かんなを見せる。

かんな

・かんながけを見せる。
・ワークシートを配り、模造紙を使い
ながら各部の名称を説明する。
・ワークシートに名称を記入
する。
・生徒は教師の作業が見える
位置に集まる。

・ワークシートに名称を記入するよう

模造紙
ワークー
ト

指示する。
・生徒を教師の作業が見える位置に集
める。
◎かんなをうまくかけるための注意は
２つ(材料・かけ方)あります。

・模様に注目して、切削の違
いについて考える。

・ならい目、さか目の順で木材の切削
を実演する。

こば台
木材

(木材の表面の模様に注意して見て
ください。)
＜予想される生徒の反応＞
→なっていません。
さか目・なら

・生徒は席に着く。

◎表面は同じようになっていますか。
・生徒に対し、席に着くよう指示する。

い目の違いを
理解する。

＜予想される生徒の反応＞
→模様の向きが違いまし

◎表面の模様では何が違いましたか。

木材

た。
→先のときです。

◎模様の向きでは先と後とどちらの向
きのときがきれいに削れましたか。

・先が「ならい目」という木

・刃先方向の上向きに向かう木目(先) 模造紙

目で削ったものであり、後

がならい目、刃先方向の下向きに向

が「さか目」という木目で

かう木目(後)がさか目であることを

削ったものであることがわ

説明する。(模造紙に書いた図を黒板

かる。

に貼る)

＜予想される生徒の反応＞
木材の繊維方

→表面の模様です。

向を理解す

→木目の向きです。

◎ならい目とさか目は、何を見ると区
別できますか。

る。
展

・ならい目・さか目の違いが

・切削方向に対する早材・晩材の向き

早材・晩材の向きであるこ

の違いにより、ならい目・さか目が

とを理解する。

区別できることを説明する。

＜予想される生徒の反応＞
開

→変わらない

◎木材は木目の方向が違うと、強さは
違うのでしょうか。

→変わる
３

繊維が縦
方向の木
材、横方

(早材・晩材が縦方向の木材と横方向の 向の木材

５

木材を用意し、強度の違いを説明す

分

＜予想される生徒の反応＞
→横の方向のときです。

る。)
◎木目がどちらの方向の時に弱くなり
ましたか。

・木材は繊維方向を縦にした

・木材は繊維方向を縦にしたとき、横

とき、横からの入力には強

からの入力には強いが、縦からの入

いが、縦からの入力には弱

力には弱いことを説明する。

いことがわかる。
ならい目でか

◎ならい目・さか目の違いを模型で見

んながけをす
る意義を理解
する。

てみましょう。
・早材と晩材の強度の違いに

・ならい目・さか目の模型を使い、早

スポンジ

よって、表面に凹凸ができ

材と晩材の強度の違いによって、さ

を使った

る理由がわかる。

か目ぼれが生じることを説明する。

模型(な
らい目・

・ならい目で削る方がきれいに仕上が
ることを確認する
＜予想される生徒の反応＞
→ならい目です。
・ワークシートに記入する。

◎ならい目とさか目では、どちらで削
ったほうがいいですか。
・ワークシートに記入するよう指示す
る。
☆教師に目を向け、発問に対して感じ
たことを答えようとしている 。（関
心・意欲・態度）

こば面のかん
ながけの方法

◎かんなのかけ方を説明します。
・生徒は教師の作業が見える

・生徒を教師の作業が見える位置に集

さか目)

を理解する。

位置に集まる。
・かんなの正しい扱い方を理

める。
・かんなの正しいかけ方を実演しなが

かんな

解する。

ら説明する。

こば台

→前傾姿勢でかける。

→前傾姿勢でかける。

木材

→かんなを真上から見る。

→かんなを真上から見る。

→左手は上から木材を押さ

→左手は上から木材を押さえつけ、

えつけ、右手は横に押す。

右手は横に押す。

＜予想される生徒の反応＞
→前傾姿勢でかける
→かんなを真上から見る。
→左手は上から木材を押さ

◎かんなのかけ方で注意するポイント
はなんでしたか。
・模造紙を使い説明する。

模造紙

えつけ、右手は横に押す。
・かんなを持つ時、置く時の

・安全指導を行う。(模造紙を黒板に貼 模造紙

注意点を理解する。

る)

→刃に触らない

→刃に触らない

→置くときはこば面が下

→置くときはこば面が下

・生徒は席に着く。

・生徒に対し、席に着くよう指示する。
◎班長は道具箱を前に取りに来てくだ
さい。

・こば面のかんながけを行う。 ・生徒にこば面のかんながけを行うよ
うに指示する。

調整済み
のかんな
こば台
木材

☆安全に配慮し、適切にかんなを扱う
ことができる。（技能・技術）
＜予想される生徒の反応＞
かんなの刃先
の調節方法を

→生徒は作業をやめ、前に
集まる。

理解する。

◎作業をやめ、前に集まってください。
・２種類のかんなでかんながけを行っ

かんな

て見せる。
［刃が出すぎているかんな (２種類)
(Ａ)・出ていないかんな(Ｂ)］
→Ａはかんなくずが厚い。
→Ｂは削れない。
→Ａは刃が出すぎている。

◎Ａ・Ｂのかんなの刃はどう違います
か。
◎なぜそうなるのでしょうか。

→Ｂは刃が出ていない。
・かんなには刃先の調節が必
要なことを理解する。
・調節により、かんなの刃の

◎かんなは刃先を調節しないとうまく
削れません。
・正しいかんなの調節方法を実演しな

抜き差しの方法を理解す

がら説明する。

る。

→刃を出すときはかんな身のかしら
を叩く。
→刃を入れるときは台がしらの角を
交互に叩く。

げんのう

→刃の出を見る時はしたばに水平に
なるように見る。
＜予想される生徒の反応＞
→刃を出すときはかんな身
を叩く。

◎調節のときに注意するポイントはな
んでしたか。

→刃を入れるときは台がし
らの角を交互に叩く。
→刃の出を見る時はしたば
に水平になるように見
る。
◎こば面を削るときは裏がねが大切な
役割を果たします。
・裏がねの役割を理解する。

・裏がねの役割を説明する。

・裏がねの調節方法を理解す

・裏がねの調節方法について説明する 。

る。

→刃先と裏がねとの間は 0.2 ㎜程度
にする。
・刃先の出具合の確認はジグを用いて
行うよう指示する。

刃の出を
確認する
ジグ

・かんなの調節を行う。

・生徒にかんなの調節を行うように指
示する。
☆試行錯誤を繰り返し、適切な厚さで
削ろうとしている。（創意・工夫）

ま

本時の確認と

と

片付け

＜予想される生徒の反応＞
→生徒は席につく。

◎作業をやめ、席についてください。

め
１

・ワークシートを受け取る。

０
分

＜予想される生徒の反応＞
→ならい目です。

・ワークシートを配布する。

ワークシ

◎ワークシートの質問に答えてくださ

ート

い。
◎ならい目・さか目ではどちらでかけ
ますか。

→前傾姿勢でかけます。

◎かける姿勢はどうですか。

→真上から見ます。

◎どの位置からかんなを見ればよいで
すか。

→左手は上から木材を押さ
えつけ、右手は横に押し

◎力を入れる向きについてはどうです
か。左手・右手で違いました。

ます。
☆かんなの切削の仕組みや扱い方のポ
イントを押さえているか。
（知識・理解）
◎最後に気づいたこと・気になったこ
とを書いてください。

・班長は道具箱を前に持って
行き、班員は清掃を行う。
次回の活動内
容の説明

次回の活動内容を知る。

・班長は道具箱を前に持って行き、班
員は清掃を行うよう指示する。
◎次回はこぐち面のかんながけを行い
ます。

かんながけをしよう！
年

組
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１． 裏がねの役割について知ろう
◆一枚刃かんなで削るとき

◆二枚刃かんなで削るとき

一枚刃かんなでは、刃先が木材に食

二枚刃(裏がねがある)かんなでは、

い込み、木目の方向に割れが生じるた

かんなくずが裏がねの先に当たり、折

め、さか目ぼれが起きやすくなる。

れることで木目の方向に割れが生じに
くく、さか目ぼれが起きにくくなる。

２．かんなの刃の調節をしよう
◆裏がねの調節のしかた

「めやす」

大工用語に「絹糸一筋」という言葉がある。

裏がねはかんな身の刃先より
(

これは(

)くらい引っ込ませる。

)程度のすき間を開ける

という意味である。
◆刃先の出の調べ方

調節するときは、(

◆刃先の水平な出し方

)

刃の出すぎているほうから

したばと水平になるように刃先を見る。

(

(

水平に戻す。

)調節する。

)

かんながけのポイントを整理しよう！
年

＊かんなの調節のポイント
・
・
・
・

＊かんなをかけるときのポイント
・
・
・
・

＊こば面のかんながけのポイント
・
・
・
・
＊こぐち面のかんながけのポイント
・
・
・
・

☆今日の授業で気づいたこと・気になったこと

組

氏名

