
平成 20 年 12 月 3 日（水） 第 3･4 限時

第 2 学年 7 組 技術・家庭科 学習指導案

１．題材名「オリジナル・マイ・ちりとりを作ろう！」

２．題材について

（１）生徒観

2 年 7 組は、明るい生徒が多く男女の仲も比較的良いため、いつも学級の雰囲気

が良いクラスである。そのため 1 年時に行った木材加工の本棚製作の際には、多く

の生徒が意欲的に製作に取り組むことが出来ていた。しかし、製作に関して技術的

な面で苦手意識のある生徒も中にはいたため、製作意欲に個人差が出てしまった。

このことから金属加工ではすべての生徒が積極的にものづくりに参加できる必要が

あるといえる。また、金属製作に関しては経験したことがない生徒がほとんどであ

り、数人の生徒が、鉛筆立てやキーホルダーなどの製作経験をあげていた。その際

に使用した道具としては、金切りばさみとやすりなどで、そのほかにも缶切や栓抜

きなど身近に使うものをあげており、金属加工用の手工具や機械などを用いたこと

のある生徒はほとんどいなかった。そのため金属加工に関しての知識や経験はほと

んどの生徒が同じくらいであると思われる。

今回の金属加工の授業では、近年ますます技術が進歩し今や私たちの生活に欠か

せなくなっている金属に関しての基本的な知識を身につけて欲しいとともに、木材

加工で製作意欲に個人差が出てしまったことの反省として、問題解決型学習やグル

ープ学習を取り入れ、生徒自身がしっかりと自分で考え意識を持って製作に取り組

めるようにしていきたい。そして何よりも生徒にものづくりの楽しさを実感しても

らいたいためにも、基本的な金属の性質や特徴についての知識や製作技術、道具の

使い方を身につけてもらいたい。そのため実習製作前の学習をしっかりと行いたい。

これからの社会において必要な、自ら考えきちんと意識を持って取り組んでゆける

人材を育てるためにも、生徒には製作計画や順序を事前に自身で考えさせ、自分の

製作にしっかりと意識を持って取り組んでもらいたい。

（２）題材観

現在、私たちの身の回りには、金属で作られている製品が溢れており、住宅・自動

車・鉄道・飛行機・船・テレビ・電話・やかん・なべ・フライパンなど、私たちの



生活を支えるもののかなりの製品が金属でできている。それは、科学技術の急速な

進展により利便性を追求し、生産効率を上げながら生活の向上と充実を図ってきた

社会が背景となっているためである。しかし、私たちが使っている金属製品という

ものは、完成した製品ばかりであり、金属製品の便利さや恩恵を享受することだけ

になってしまっている。そのため、金属加工を生活と結びつけて考えさせられるよ

うに、金属を使った製品の製作を本題材では取り入れていきたいと考えている。

また、一言で金属と言っても、その種類と特徴には様々なものがあり、用途や材

質によって用いる金属の種類が異なったり、より良い製品となるように、金属の特

徴を活かした使い方をしたりなど、金属加工という分野は非常に奥が深い。さらに

は、金属加工には木材加工とは異なる加工方法が多々あるため、1 年時に学習した

木材加工とはまた違ったものづくりの面白さを体験することができる。このように、

奥の深い金属加工の世界へと踏み込んでいく第一歩として、材料の特徴と利用方法

及び材料に適した加工法を知り、さらには、実験をすることでも金属を加工するこ

との必要性が理解できるようになるなど、本題材を通して金属加工に関する基礎

的・基本的な知識及び技術を習得できるようになっている。また、社会と環境との

関わりについて理解を深め、金属製品が普及するようになった背景や、金属製品を

用いる利点などを理解し、身の回りにある金属加工製品を適切に評価し工夫・創造

して活用する能力と態度を育成することもねらいとしている。これらのことを踏ま

えた上で、生徒が実際に学習したことを活かし、世界に１つだけのオリジナル・マ

イ・ちりとりを製作していく。ちりとりを製作することで、金属に対する興味・関

心が増し、金属材料を使って日常生活に役立つものを作るという意識が芽生えるよ

うになることが、この題材設定の一番のねらいとなっている。

（３）指導観

まず最初に、生徒に身の回りの金属の特徴と性質を教えたい。そのことによって、

普段目にする製造物に、どんな性質や特徴があってその金属を使用しているのかや、

どんな工夫をしてそれらを製造したのか、さらには、なぜそれらを製造する必要が

あったのかなどの理由も考えてほしいからである。また、以上のことを踏まえた上

で、各々を材料に適した場所に配置し適切に加工できる能力や、実験を通して、結

論、結果を予想し論理立てて考える能力を習得し、材料を加工するときに使う道具

の使い方や使う上で注意しなくてはならない点、加工するときの適した服装などの

安全面にも注意しなくてはならないことも学んでもらいたい。最後の塗装の時間で

は、生徒がそれぞれ自分の持ち寄ったデザインでオリジナル・マイ・チリトリを作

るために、自分たちが作った作品に愛着を持ってほしい。作品を完成させることに

よってものづくりの楽しさを感じると共に、身の回りで 1 番使われている金属が実

際に制作する機会が少ないため、この実習を通してものを作る喜びと達成感を感じ



てほしい。最終的に、身の回りの金属に積極的に関心を持って、生活と技術との関

わりについて理解を深めてほしい。

３．指導計画（全 8 時間）

（１）金属の加工法

・金属の性質・・・・・・・・・・・・・・１時間

・けがき、切断・・・・・・・・・１時間

・折り曲げ・・・・・・・・・・・・・・・１時間（本時）

・接合・・・・・・・・・・・・・・・・・１時間

・塗装・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0，5 時間

（２）実習

・ちりとり製作・・・・・・・・・・・・・ 3，5 時間

４．本時

（１）本時の目標

・金属材料を折り曲げたり折り返したりすることで、ちりとりをじょうぶで強い形状

にすることができることを知る。（知識・理解）

（２）本時の下位目標行動

①折り返しが折り曲げよりもじょうぶな理由を理解し、ワークシートに記入すること

ができる。

②折り曲げ・折り返しではどちらが強いか説明することができる。

3 折り曲げ方法を理解し、特徴をあげることができる。

1 折り返し方法を理解し、特徴をあげることができる。

2 強度実験を通して折り返しの方が折り曲げより強い、という結果を確認することが

できる。

3 実験の手順や目的を理解することができる。

4 ちりとりに折り曲げとは違う、折り返しがあることを確認することができる。

5 R 金属は塑性を利用して曲げることができることを理解できる。

6 R 金属には塑性・弾性という性質があることを理解し、説明することができる。

（３）下位目標行動の関連図

3 R R
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（４）授業場所



金工室

（５）授業展開

配

時

活動内容 生徒の活動

・生徒の活動 ◆生徒の反

応

教師の活動

・留意点 ◎教師の発言

準備物

導

入

6

分

（挨拶）

前時の復

習

塑性・弾性

の確認

（起立・気をつけ・礼）

・前回の復習をする。（切断）

◆予想される反応

・ちりとりの形にする。

・ふちを起こす。

・折り曲げる。

・ワークシートに記入する。

・前回の復習＜道具の確認

＞

⇒金切りばさみ、弓のこの

名称・使い方を確認す

る。

(弓のこは押すときに切

ることを確認する。

・（切断まで終えたちりと

りの展開図を見せて）次

にするべき加工はなに

か生徒に尋ねる。（ちり

とりにするためにはど

うすればいいか）

・「折り曲げ」という加工

法の確認をする。木材に

はない性質であること

を確認する。

・折り曲げることは金属の

どんな性質を利用して

いるのかを復習する。生

徒に訊ねる。一回目の金

属の性質の授業でやっ

ているため、まずはワー

クシートに記入しても

らう。

金切りばさみ

弓のこ

切断まで終え

たちりとり

ワークシート

①



・発表する。

◆予想される反応

①「塑性」という言葉がで

たら・・・

②「塑性」という言葉がで

なかったら・・・

・塑性・弾性を確認する。

・ちりとりを観察する

・答え合わせをする。

・発表してもらう。

1 一時間目に塑性を学ん

だことを確認。亜鉛板

を使って塑性・弾性を

生徒に問うことで確認

する。

亜鉛板を班にひとつず

つ配る。

2 ①と同じ。

亜鉛板に指で力をある

程度加えるとどうなる

か（戻る→弾性）

さらに力を加えるとど

うなるか（少しは戻る

が元の位置には戻らな

くなる→塑性）

という性質が金属には

あったことを確認す

る。

その際口頭で生徒に聞

いて復習していく。

・黒板に「塑性・弾性」を

書く。

・２種類のちりとりをそれ

ぞれ各班に配る。

・２つのちりとりの違いを

訊ねる。

◎どのような工夫がされ

ているか問う。

亜鉛板

折り曲げ済み

の２種類のち

りとり

（各班に配る）

ワークシート

①

ちりとり



・発言する

◆予想される反応

・ふちが折ってある

・ワークシートに記入する。

・発言する

◆予想される反応

・（鋭利な部分がなくなるた

め）

危なくない

・丈夫になる。

①丈夫になるという言葉が

出たら・・・

・ちりとりに触って丈夫さ

を比較する。

②丈夫になるという意見が

出なかったら・・・

・ちりとりを触って丈夫さ

・ふちに折り返しがしてあ

ることを確認。その際

「折り返し」という名前

は言わない。

・折り返しの効果を考え

る。

◎折り返しの効果を考え

てもらう。

・ワークシートに記入して

もらう。

・発表してもらう。

・ふちを折り返すとじょう

ぶになることを確認す

る。

→ちりとりを実際に触

ってみてたしかめるよ

うに促す。

・なぜ折り返しがなされて

いるのか、なぜ強度がつ

よくなるのかを説明し、

もう一度ちりとりを手

にとって確認させる。

ワークシート

①



を比較する。

・本時の目標を読む。

◎折り曲げの利点を復習

し、ちりとりに役立つこ

とを教える。

・本時の目標を発表する。

・【ちりとりの強さの秘密

を知ろう！】

フラッシュカ

ード

展

開

①

25

分

・材料を取りに行く。

・発言する。

◆予想される反応

・なにもしてないもの

・折り曲げてあるもの

・まるくなっているものと

ぺたんこのもの

◎3種類の亜鉛版を比較し

ながら実験することを発

表する。

・３種類の板（なにも加工

していないもの・折り曲

げ・折り返しをしたも

の）で強度実験をするこ

とを説明する。

・３種類の亜鉛板を各班の

代表に取りにきてもら

う。

・３つの亜鉛板の違いを生

徒たちに問い、確認す

る。

・黒板に板書をする。

・３つの亜鉛板それぞれの

特徴・使われている加工法

を説明する。

３種類の亜鉛

板

（それぞれ番

号がふってあ

る）



・ワークシートに記入する。

・発表する。

・ワークシートに自分の予

想を記入する。

・発表する。

・各班ごとに亜鉛板にペッ

トボトルをおもりとして

使い、それぞれの種類の

強度を調べおもりの重さ

と沈む度合いを、ワーク

シートに記入する。さら

に、①の亜鉛板に関して

は、一回ごとにおもりを

外して亜鉛板の戻り具合

をワークシートの表に記

入する。

・ワークシートに記入す

1 なにも加工してない

もの

2 折り曲げをしてある

もの

3 折り返しをしてある

もの

・特に②と③についてはど

こが違うのかを生徒に尋

ねる。

・３つの亜鉛板のそれぞれ

の強度を予想する。（数

量的に書く）

・発表してもらう。

（それぞれ何ｋｇ耐えら

れるか、簡単に聞いてみ

る。黒板には書かない。）

◎実験の開始を促す。

・ワークシートを配る。

・各班に実験材料を配り、

ペットボトルをおもり

として使い、強度実験を

行う。このときに実験の

手順を指導する。

さらに、実験の手順を説

明したワークシートを

読むように指示する。

・机間指導する。（特に進

ワークシート

実験用の亜鉛

板

・なにもなし

・折り曲げ

・折り返し

ワークシート

亜鉛板（３種



展

開

②

7

分

る。

・班ごとに発表者、実験者、

記録者に役割分担し、そ

の班の表とグラフを作成

する。

◎予想される反応・・・

・表とグラフを作成する。

・班ごとに、配った OHPの

シートに点を書き込む。

・点をつないでグラフを作

る。

拡大した OHPを見て比較し、

なぜそうなったのかを考

える。

行速度に班によって大

きくばらつきが出ない

ようにしっかりと指導

する）

・班の代表者に沈み具合の

数値をOHPのシートに書い

てもらう。

・各班の点と点をつなぎ、

グラフを作ってもらう。

・書き終わったら、4枚重

ねて OHP で拡大して映

し、他の班との結果をく

らべながら、それぞれの

実験結果について考察

する。

・事前に行った予想とも比

べる。

・グラフに大きく違いがで

た班があった場合は考

えられる原因を考える。

→実験の方法・手順に間違

いはなかったか。

・テストピースに差異がな

かったか。

・①の亜鉛板で測定して塑

性・弾性についてのグラフ

を

・実験した後の亜鉛板の様

子と比較してもらい、ど

のような違いがあるか

発表してもらう。

類）

ペットボトル

実験器具

掛図

ワークシート

②

・グラフ

・ OHP



・折り返しと折り曲げの違

いについて説明する。

→折り返しには空洞があ

り、その高さによって強度

が増しているため。

・黒板に板書する。

フラッシュカ

ード

ま

と

め

12

分

◎予想される反応・・・

・指名された生徒は発表す

る。

・折り返し・折り曲げの仕

方を実際にやってみて

確認する。

→その際、打ち木の使い

方・刀刃の使い方・折り

曲げ台の使い方を教科

書を使って確認し、その

後実際にやってみる。

・折り曲げ方によって強度

が異なることを確認す

る。

・ちりとりのどの部分に折

り曲げ、折り返し加工が

されているかを教え、こ

れから作るちりとり製

作にも折り曲げ、折り返

し加工をして強度を高

めるから、今日学習した

ことが活かせるように

しっかりと復習してお

くように伝える。

打ち木

刀刃

折り曲げ台

亜鉛板



（５）板書計画

＊実験結果のグラフはスクリーンにＯＨＰで映す

（４）評価規準・評価方法

・折り返し・折り曲げによって金属がじょうぶな構造になることを理解し、どちらがよ

り強いのか、それがなぜかを説明することができる。（知識・理解）

→提出してもらうワークシートにて評価する。

☆オリジナル・マイ・ちりとりを作ろう！☆

｢ちりとりの強さの秘密を知ろう！｣

年 組 番氏名

ちりとりの強さの秘密を知ろう！

実験材料の説明

（それぞれの特

徴と名称）

塑性・弾性 生徒の意見



１、下の棒線部に適切な言葉を記入しよう！

・金属材料に力を加えて曲げても、力を除くともとに戻る性質⇒

・さらに力を加えて大きく曲げると、もとに戻らなくなる性質⇒

２、ちりとりに使われている工夫を考えよう！

ⅰ）ふたつのちりとりの違いはなんだろう？

（ ）

ⅱ）なぜその工夫がしてあるか考えてみよう！

→

３、３種類の亜鉛版が、それぞれ何 kg ぐらいまで耐えられるだろうか？

予想を記入してみよう！

ⅰ）まずはそれぞれどんな亜鉛板か、特徴を記入しよう！

１番の亜鉛板の特徴→（ ）

２番の亜鉛板の特徴→（ ）

３番の亜鉛板の特徴→（ ）

ⅱ)それぞれ何 kg 耐えられるか予想してみよう！

予想…１番の亜鉛版は、 kg まで耐えられる。

２番の亜鉛版は、 kg まで耐えられる。

３番の亜鉛板は、 kg まで耐えられる。

４、どの亜鉛板が一番強かったか、またそれはどうしてなのか記入しよう！

一番強かった亜鉛板⇒ 番の亜鉛板

☆この亜鉛板が一番強い理由☆

の亜鉛板には があるから強い！

４、授業の感想を記入しよう！

実験結果をまとめよう！ ②
年 組 番氏名

＊ペットボトル１本の重さ→２５０グラム＊

①の板（なにも加工していない亜鉛板）

(mm)

0 (本)



ペットボ

トルの

数（本）

沈む(mm) 戻る(mm)

②の板（ をしてある亜鉛板）

(本) 沈む(mm) 戻る(mm)

③の板（ をしてある亜鉛板）

（本） 沈む(mm) 戻る(mm)

(mm)

0 (本)

(mm)

0 (本)


