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第２学年技術・家庭科（エネルギー変換に関する技術）学習指導案
平成 22 年 1 月 7 日（木）

第３・４校時

1. 単元名：エネルギー変換に関する技術
～エネルギー変換機器の仕組みを保守点検～
2. 学級の実態
今回は模擬授業のため調査結果の掲載は割愛させていただきます。
3.題材名
「テーブルタップを作ろう！」

B(1)ア・イ・ウ

4.題材について
(1)題材観
本題材では、「B エネルギー変換に関する技術の(2)エネルギー変換機器の仕組みと保守点検」を
学習する。
電源から電力を得るにはどうすればいいのか。私たちの生活は数多くの電化製品によって支えら
れていて、その多くがコンセントから電力を得ている。しかし、電源部分は家庭内でも事故の危険
性が高く。特に注意が必要な箇所である。そこで今回はテーブルタップ製作をとおして電源周りの
危険性から、電化製品の安全利用や定格表示を学習することで、保守点検の態度を育てるが出来る
と考え本題材を設定した。また、次の単元である。エネルギー変換に関する技術を利用した設計・
製作の前段階として比較的容易な教材であり、実際に家庭で使用できるという利点も考えられる。
(2)指導観
指導にあたっては、まず理科で学習した内容と絡め電気の性質を学ばせ、また、利便性や経済性
についても触れ、なぜ数あるエネルギー源の中から電気エネルギーが選ばれ多く使用されているの
かを理解させる。次に、エネルギー変換のしくみを取り扱い、電気エネルギーがどのように変換さ
れ私たちの生活に役立っているかを理解させる。さらに、学んだ知識を活用する場面として、テー
ブルタップの製作を実施する。その後、保守・点検として回路計での通電点検や、電気機器の安全
な取り扱いを学習させる。さらに、安全指導の場面では、管理と指導を徹底し生徒自身の安全意識
が高揚するよう授業を進めていきたい。また、各段階での導通試験の徹底や工具の基本的な使用方
法を押さえることで次の単元につなげる意識を忘れずに学習を進めていきたい。
(3)生徒観
本学級の生徒は、理科の授業で電気についての学習をしてきており、電流・電圧・抵抗という用
語を、実験を通して理解してきている。また、電池を使った回路の学習も終えているので、電源か
ら電気を取り出すという概念は理解している。
しかしながら、電気は非常に便利だというイメージは一般的なものであるものの、その反面であ
る危険性についての認知度は低く、本学級の生徒たちにも同じことがいえ、便利な電気エネルギー
を有効かつ安全に運用するという意識は低く、また、その必要性も十分に理解していない。
5.題材の目標
①身近なエネルギー変換の技術に触れることで、電気エネルギーに親しみを持つ（関心・意欲・態
度）
②工具や教室を安全に使用する知識と、必要性を理解する（態度・知識・理解）
③工具の基本的な使い方を理解した上で、より効率よく安全に使用するために使い方を工夫できる
（創意・工夫）
④工具を適切に使用し、テーブルタップの配線・点検ができる 。（技能）

6.指導計画（６時間）
①電気について・・・ 1 時間
・電気とは何か、どうやって作るのか、どうやって送るのか
・エネルギーがどのような方法で変換・制御され、利用されているか調べる
②電気機器の安全な利用・・・ 1 時間
・電気機器の危険性は何か、テーブルタップに関する故障・事故はどのようなものがあるか
・どうすれば防げるか考える
・事故・故障を防ぐ仕組みを学習する
・定格電流、定格電圧、許容電流を学習する
③製作、評価、発展・・・４時間（本時：２／４）
・端末処理の方法を考える
・端末処理の種類と方法を学習する
・心線を切った場合の危険性を考える
・テーブルタップを製作する
・通電試験の方法を学習し、実施・・・本時
・今回の製作を通して目標を達成できたか、製作物の出来はどうか評価する
・今回の製作で得た知識や技能を、次の製作や生活の中にどう生かすか考える
7.本時
(1)本時の目標
・プラグの製作を通して通電試験の必要性と方法を理解する（知識・理解）
(2)下位目標行動
1

Ｒ端末処理の方法がわかる

2

Ｒドライバの使い方がわかる

3

Ｒボルトの取り外しが出来る

4

Ｒテーブルタップの製作手順がわかる

5

プラグに適切なコードの取り付けが出来る

6

導通試験をすべき場面を理解する

7

デジタルテスタの基本的な使い方を理解する

8

デジタルテスタを用いて抵抗値を測定できる
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9.板書計画
目標：電源プラグとコードを安全につなごう
＜電源プラグの中身～模式図～＞
省略
＜電源プラグの中身の特徴＞
①ネジのしまり具合
1 班：

3 班：

2 班：

4 班：

②心線の長さ
1 班：

3 班：

2 班：

4 班：

③どのようにつながっているか
1 班：

3 班：

2 班：

4 班：

10.評価
※今回は本時での評定なので、規準と基準は本時の目標に準じます
また、今回はワークシートを重視したため重み付をしている
(1)評価の観点
・【知識・理解】通電点険の必要性と方法を理解する。
(2)評価規準
1

テスタのレンジが適切

2

金属棒に触れていない

3

ワークシートの（２）を埋めてある

4

心線は右回りで一重に巻き付けてある

5

余分な心線は切断されてある

6

ボルトは緩くない

(3)評価基準
1

２：２００Ω以上

2

－１：触れている

3

４：値を全て埋め危険性について記述がある
述がある

１：それ未満
３：値を２もしくは３つ埋め危険性について記

１：値の記入が１つもしくは０危険性について記述がある

4

２：右回り一重

１：左回り一重

5

－１：余分な心線がはみ出している

6

２：固定され力を加えても動かない

０：全く埋めていない

０：一重未満もしくは２重以上
１：力を加えるとゆるむが抜けない

（4）評定の基準
Ａ：８～６点
Ｂ：５～３点
Ｃ：２～０点
11.テスタについて
今回は数の関係でデジタルテスタを使用しました。
そのため、ワークシートもデジタルテスタを前提として作成しております。

０：抜ける

