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技術科初任教師のための年間指導計画の作成支援の検討 

 
 
 
井戸 康智*1・今井 亜湖*2・井ノ上 憲司*3 

 

技術・家庭科技術分野（以下，技術科）の授業は地域の特色等を活かした題材を用いるため，各学校によ

って扱う題材が異なる場合が多い．また，技術科では材料加工・エネルギー変換・生物育成・情報などの多

岐にわたる内容を少ない授業時数で実習を通して扱う必要がある．岐阜県の場合には技術科教師の 1 校当た

りの配置数は 1 名が標準的で，初任教師は相談できる先輩教師がいない中で全ての学年・学級の授業を一人

で行わなければならないため，授業実施前の授業設計，特に年間指導計画の作成が担う役割は大きい．そこ

で，本研究では技術科初任教師が年間指導計画の作成時に抱えている課題を調査から明らかにし，その課題

を解決するために技術科の教科としての特性を考慮したシステム的な支援の方法を検討した． 
 

〈キーワード〉 教師支援，システム開発，授業設計，年間指導計画，初任教師，技術科教育 
 

1. はじめに 

 

1.1. 技術科初任教師を取り巻く状況 

 初任教師は教わる側から教える側へ立場が転換する

時期であり，教える内容が決まっていても具体的にそれ

をどのように授業で取り上げていけばよいかという知

識がないため，見通しを持った授業を行うことが困難で

あるという点が指摘されている（秋田 1997）．吉崎

（1997）の研究によると，初任教師は「指導書の単元案

の例を見た時に，単元全体のイメージがわく」，「単元と

単元との関係に気づく」といった点が困難であり，これ

らが初任教師の授業設計時の課題として挙げられてい

る． 

 一方，技術科教育に着目すると，岐阜県の場合，中学

校 1 校当たりの技術科教師の配置数は多くが 1 名という

状況にある．これは大学を卒業した直後の臨時採用を含

む初任教師であっても例外ではない．ただし，初任者研

修において授業設計に関する研修が行われているため，

正規採用者は研修時に先輩教師から指導を受ける機会

がある．しかし，研修を受けることができる日時は限ら

れており，臨時採用者にいたっては初任者研修を受講す

ることができない．そのため，技術科初任教師は前述し

た授業設計時の課題を一人で克服していかなければな

らない状況に置かれていると言える． 

 

1.2. 技術科における授業設計とその問題点 

 技術科の授業は題材の製作を通した学習が行われる

ことが多い．題材は地域の特色や学校・生徒の実態を考

慮しなければならず（文部科学省 2008），学校によっ

て扱う題材が異なる場合が多い．新年度の題材は前任者

によって既に選定されていることが多く，初任教師は前

任者の選定した題材を引き継いで授業の計画・実施を行

っている（井戸ら 2008）． 

 題材製作を通した技術科の授業設計の問題として，題

材を作ること自体が授業の目的・内容になり，習得させ

るべき知識や技能が無視されてしまうという指摘があ

る（佐々木 1990）．また，大谷（2009）は，技術科で

は授業で扱う内容が題材の持つ要素に制約されるため，

教育内容の持つ系統性が軽視されていると指摘してい

る．これらの指摘から技術科の授業設計では教師が各授

業でどのような学習内容をどのような能力として生徒

に身につけさせるかまで明確にすることが必要である

と言える． 

 

岐阜大学カリキュラム開発研究 
2012.3, Vol.29 No.1, 83-93 
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1.3. 指導計画を作成する意義 

 高橋（1988）は指導計画を作成する意義を，実現すべ

き授業に関する内容（教材解釈や授業展開の方法等）を

修正するために，これらの内容を紙の上に書きだして吟

味することであると述べている．すなわち，指導計画の

作成は授業設計の結果を教師自身が振り返る活動を促

す．思考を振り返る活動を促進するためには，対象者の

思考過程を外化して明示化することが効果的であり

（Bransford, Brown & Cocking 2000），対象者自身のあ

やふやな段階の思考過程を明示化し，活動を通して明示

化し続けた時に促進されることが明らかにされている

（Keith Sawyer 2006）． 

 これらの知見より，題材の製作自体が授業の目的とな

らないようにするためには，授業設計の結果を振り返り

修正する指導計画の作成が重要であると考えた．特に技

術科は扱う内容が多岐にわたるが授業時数が少ないた

め，年間指導計画の作成が重要であると考えた． 

 

1.4. 本研究の目的 

 これまでの技術科における授業設計の支援に関する

研究の多くは新しい教材の開発に関するものであり（例

えば，高橋ら 2007），1.2 で示したように題材の製作自

体が授業の目的となっているという技術科の授業設計

における問題を解決するための研究は行われていない．

また，技術科初任教師を対象としたこれらを支援する研

究も行われていない． 

 以上より，本研究では技術科初任教師を対象とした年

間指導計画の作成を支援することを目的とする．特に，

各学校の技術科教師の配置数が 1 名であることや臨時採

用者が初任者研修を受講できないことを考慮し，対象者

がいつでも支援を受けることができるシステム的な支

援を検討することにした． 

 まず，初任教師の年間指導計画の作成を支援する際に

本研究で考慮すべき支援要素を明らかにするために，技

術科教師を対象とした調査を行う．そして，調査で明ら

かになった支援要素を実現するためにシステム的な支

援の方法を検討する． 

 

2. 指導計画をシステム的に支援するための検討 

 

 本章では，臨時採用を含む技術科初任教師が，授業設

計時，特に年間指導計画作成時に苦労している点を，現

職教師を対象とした実態調査より明らかにする．その結

果より，本研究で考慮すべき初任教師の年間指導計画を

作成するための支援要素を明らかにする．そして，これ

らの支援要素がこれまでの指導計画の作成をシステム

的に支援する研究にて実現されてきたかを明らかにす

る． 

 

2.1. 年間指導計画の作成を支援するための支援要素 

 先に述べた吉崎（1997）や秋田（1997）が明らかにし

た初任教師の授業設計時の課題が技術科初任教師にも

当てはまるかを確認するために 2 つの調査を実施した．

臨時採用を含む初任教師 2 名と教職経験 12 年目の中堅

教師 3 名を対象としたインタビュー調査（井戸ら 

2008）と，臨時採用を含む初任教師 2 名と教職経験 19

年の経験教師 1 名を対象とした聞き取り調査（井戸ら 

2009a）である．これらの調査の結果より，技術科初任

教師は前任者が作成した年間指導計画を参考にして授

業設計を行っているが，その年間指導計画の授業内容か

ら各授業で学習すべき具体的な学習内容（学習項目）を

イメージしたり，学習項目をどのような順番で教えるか

（学習系列）を決定したりすることに苦労していること

が明らかになった．また，各授業が学習指導要領の内容

のどの部分に該当するかを確認することにも苦労して

いることが明らかになった． 

 これらの調査の結果と前述した指導計画を作成する

意義を踏まえ，本研究では次の 4 点をシステム的に支援

すべき要素とした．すなわち，「（1）前任者の指導計画

を学習項目にて具体化することができる」，「（2）前任者

の指導計画，学習項目，学習指導要領の 3 つの対応を整

理できる」，「（3）作成した指導計画が学習指導要領の内

容を網羅しているかを確認できる」，「（4）教師自身の思

考過程を可視化して振り返ることができる」である．  

 

2.2. 本研究におけるシステム的な支援の新規性 

 これまでに指導計画の作成をシステム的に支援する

研究がいくつか行われている．それらは「指導計画を共

有するシステム」と「指導計画のオーサリングシステム」

の 2 つに大別できる．これらのシステムにおいて，前述
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した 4 つの支援要素のうち実現されている部分と実現さ

れていない部分を明らかにする． 

 

2.2.1 指導計画を共有するシステム 

 この支援では，他の教師が作成した指導計画を参照す

ることが容易であり，それを基にして利用者が再編集を

行うことができ，指導計画の作成にかける時間を短縮で

きる．このようなシステムとして，教科書の項目や学習

指導要領の項目から指導計画を検索して参照できる教

育情報ナショナルセンター（NICER）や教育センターが

提供している指導計画のデータベース（例えば，岩手県

立総合教育センター），森本ら（2005）が開発した指導

計画の作成とデータベース管理の統合支援システム，

SNS を利用して共同で指導計画の設計・活用・修正・共

有ができる安藤ら（2009）の研究などが挙げられる． 

 しかし，これらのシステムで共有する指導計画は学習

項目単位まで具体的にするための支援は行われていな

いため，2.1 で示した支援要素（1）の実現は難しい．ま

た，基となる指導計画や編集・作成した指導計画と学習

指導要領との対応を明確にするための支援も行われて

いないため，支援要素（2）及び（3）の実現も難しい．

前述したように，初任教師は前任者の年間指導計画から

授業内容を学習項目単位まで具体化することに苦労し

ているので，指導計画を共有するだけでは教師自身の思

考過程が可視化されず，授業設計の結果を振り返ること

が難しいと考えられ，支援要素（4）の実現も困難であ

る． 

 

2.2.2 指導計画のオーサリングシステム 

 この支援では，システムから要求された項目を選択・

入力していくことで授業の目標を達成するためにどの

ような学習内容をどの順番で扱えばよいか等が詳細に

記述された指導計画が作成できる．このシステムとして，

井上ら（1990）の授業設計支援エキスパートシステムや

松田ら（2003）の授業設計訓練システムと教授活動ゲー

ム等が挙げられる． 

 これらのシステムでは，詳細な内容が記述された指導

計画が作成できるため，支援要素（1）の支援が可能で

あると言える．また，システムで扱う学習内容は学習指

導要領を基準に編集されている教科書を基にしている

ことが多く，支援要素（2）や支援要素（3）も支援でき

ると言える．しかし，学習項目の系列がシステム側で制

御されているため，それらがどのような過程を経て決定

されたのかを振り返るという支援要素（4）の実現が困

難であると考える．また，これらのシステムは数学等の

授業で扱う内容や履修学年がある程度決まっている教

科においては有効に利用できるが，扱う題材やその履修

学年が学校によって大きく異なる技術科における適用

は難しい．  

 以上より，これまでの指導計画の作成支援をシステム

的に行う研究では前述した 4 つの支援要素を全て実現す

ることが難しいため，本研究では新たにシステム的な支

援方法を検討することにした． 

 

3. 既存のソフトウェアを利用した支援ツール 

 

 4 つの支援要素をシステム的に実現するために「年間

指導計画作成支援ツール（以下，支援ツール）」を開発

した（図 1）．支援ツールは，既存のソフトウェア

（Microsoft Office，以下 MS Office）のクリップアート

機能を利用した．これは，教師が使い慣れたソフトウェ

アを利用することで，本支援ツールを使うための特別な

訓練を必要とせず，授業設計の中に支援ツールの使用を

自然に組み込むことを目指したからである． 

図 1 年間指導計画作成支援ツール 

 

 図 1 の①の部分には学習指導要領の各学習内容がフォ

ルダで表示され，そのフォルダに格納されている学習項

目を示したアイコン（ここでは学習項目ブロックと呼

ぶ）の一覧が図 1 の②の部分に表示される．利用者は

MS Office 上に「実施月」，「授業時数」，「単元名」，「授

 
 
 
 
 

 

 
① ② 
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業内容」，「学習項目」を入力する表を作成し（以下，テ

ンプレート），前任者の年間指導計画を基にして学習項

目以外の内容を入力する．そして，学習項目は図 2 のよ

うに支援ツールから授業内容に関連する学習項目を探

し，該当する学習項目ブロックをテンプレートへドラッ

グ＆ドロップするという活動を行う． 

 以下では，支援ツールに 4 つの支援要素をどのように

組み込んだのか，そして評価結果の概要について述べる． 

 

3.1. 支援ツールの実現方法 

 前任者が作成した年間指導計画に記述されている授

業内容は 1 単位時間の授業で扱う学習内容の大枠を示し

ているだけの場合が多く，初任教師が実際に授業を行う

ためにはその授業内容に含まれる学習項目を具体的に

する必要がある．しかし，前述したように初任教師はこ

れらの授業内容から学習項目自体をイメージすること

に苦労しているため，本研究ではこの学習項目を支援ツ

ールによって具体化できるようにした． 

 技術科の学習指導要領の内容は，4 つの「分野の内容」

（例えば，A.材料と加工に関する技術）から成り，それ

ぞれの分野の内容は「指導項目」（例えば，（1）生活や

産業の中で利用されている技術）と「指導事項」（例え

ば，ア 技術が生活の向上や産業の継承と発展に果たし

ている役割について考えること）で構成され，これらは

階層構造を成している．そこで，クリップアート機能の

フォルダを利用して支援ツールの左側（図 1 の①）には

学習指導要領の内容を階層構造で表現した．支援ツール

の右側（図 1 の②）には指導事項のフォルダに格納され

た関連する学習項目が表示される．本支援ツールでは学

習項目を 1 つずつブロック状の画像にして扱っており，

これを「学習項目ブロック」と呼ぶ．これにより，学習

項目単位で学習指導要領の内容との対応を整理できる． 

学習項目ブロックを支援ツールからテンプレートへ挿

入すると図 2 のようになり，これを拡大した図が図 3 で

ある．図 3 のとおり，1 つの学習項目ブロックには，学

習指導要領の内容（分野の内容，指導項目，指導事項），

学習項目，行動の種類，の 3 つの情報が付与されている． 

 学習項目ブロックに示す学習項目は，技術科の教科書

（開隆堂 2008，東京書籍 2008）から抽出した．教科

書は学習指導要領を具体的な学習内容として編集して

いるため，技術科で扱う全ての学習項目は教科書から抽

出できると考えたからである．このように，教科書から

抽出した学習項目を 1 つ 1 つブロック状にして扱うこと 

で，あらゆる授業内容を学習項目単位まで具体化するこ

とができる．すなわち，学校によって扱う題材が異なる

技術科の授業内容の具体化も可能になる．これにより，

支援要素（1）が実現できる． 

 テンプレートに学習項目ブロックを挿入した時でも

学習指導要領との対応が確認できるように，それぞれの

学習項目には「分野の内容」，「指導項目」，「指導事項」

に関する情報をマークと記号で示した． 

 学習指導要領の指導事項の部分には，学ぶべき知識を 

「…について知ること」，身につけるべき技能を「…が

できること」，考察を深めるべき事項を「…について考

図 2 支援ツールの利用（MS Word 利用） 

図3 学習項目ブロック 

 

分野の内容 
 指導項目 

 指導事項 
 

学習項目 
 行動の種類 
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えること」という表現で集約している．本研究では，こ

れらをまとめて「行動の種類」と呼ぶ．行動の種類は教

師が生徒の学習活動を考える際の重要な手掛かりとな

るため，対応する行動の種類をマークで表し，各学習項

目に付与した． 

 学習指導要領の内容，学習項目，行動の種類の情報を

含む学習項目ブロックを用いることで，前任者の指導計

画を学習指導要領と対応付けながら学習項目単位で整

理できる．これにより，支援要素（2）が実現できる．

また，技術科の全ての学習内容を学習項目ブロックとし

て扱っているので，全ての学習項目ブロックを使って年

間指導計画を作成することで学習指導要領の内容を網

羅した年間指導計画の作成が可能となる．すなわち，支

援要素（3）も実現できる． 

 以上の機能を持った学習項目ブロックを用いること

で，初任教師が頭の中でなんとなくイメージしている学

習内容を可視化することができる．さらに，学習項目ブ

ロックは実際に年間指導計画を作成するテンプレート

上で自由に移動できるため，学習項目ブロックの組み合

わせを考えながら前任者の年間指導計画における授業

内容を具体化できる．これにより，学習項目の系列を決

定するという教師自身の思考過程が可視化されるため，

年間指導計画に関する振り返りが容易となり，支援要素

（4）の実現も可能となる． 

 

3.2. 支援ツールの評価と改善点 

 開発した支援ツールの改善点を明らかにするため，操

作性，見やすさ，有用性の視点から評価を行った（井戸

ら 2009b）．様々な年代の教師から意見を得るため，教

職年数が 2 年（評価者 A），20 年（評価者 B），23 年（評

価者 C），26 年（評価者 D）の技術科教師 4 名を対象に

行った．評価は，4 段階評価（4 が肯定的，1 が否定的）

の質問紙（操作性：6 項目，見やすさ：9 項目，有用性：

3 項目）と支援ツール利用時に観察された評価者の発言

及び行動より行った． 

 その結果，操作性に関しては学習項目ブロックをドラ

ッグ＆ドロップするという作業で利用できるため，概ね

良好な評価が得られた．有用性に関しては，年間指導計

画と学習項目と学習指導要領の対応を整理できる点と

学習項目ブロックに付与した情報が学習内容を具体的

にイメージする時の基準になるといった点が評価され

た． 

 一方，支援ツールの改善点も明らかになった．操作性

では，学習項目ブロックを学習指導要領の指導事項まで

でしか整理していなかったため，評価者が学習項目を十

分に絞り切れなかった．これより，学習項目ブロックを

支援ツール内から探す作業に関する改善が必要である

ことがわかった．また，支援ツール利用時の評価者の行

動より，支援ツールとテンプレートがそれぞれ別ウィン

ドウになっているため，一方のウィンドウを選択する際

にもう一方のウィンドウが隠れてしまい，操作に手間取

る場面が観察され，この点の改善も必要であることがわ

かった．見やすさでは，支援ツール内での学習項目ブロ

ックの文字が小さくて読みづらいとの指摘を受けた．こ

れは学習項目ブロックを探す操作性や学習項目ブロッ

ク内の情報の評価にも影響したため，文字を大きくする

必要があることが分かった．また，改善の要望として，

どの学習項目が年間指導計画に含まれていないかがわ

かれば，学習指導要領の内容を網羅しているかを確認し

やすくなるという指摘を受けた． 

 以上より，開発した支援ツールは前述した支援要素を

実現し概ね良好な評価を得たが，操作性や見やすさに関

して改善が必要であることが分かった． 

 

4. Web 型の支援システムの開発と評価 

 

 3.2 で述べた支援ツールの改善点を踏まえて，新たに

図 4 Web 型年間指導計画支援システムの表示画面 

① 

③ 

② 
④ 
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「Web 型年間指導計画作成支援システム（以下，支援シ

ステム）」を開発した（図 4）． 

 支援システムは，「絞り込み検索機能」（図 4 の①）， 「学

習項目表示機能」（図 4 の②），「年間指導計画記述機能」

（図 4 の③），「チェック機能」（図 4 の④）の 4 つの機

能から構成されている． 

 支援システムは，支援ツールと同様に，前任者が作成

した年間指導計画の授業内容を具体化するために学習

項目ブロックを学習項目欄へ挿入していくことで，教師

が学習項目やその系列を決定する際の思考過程を可視

化し，振り返りさせながら年間指導計画が作成できるよ

うにした． 

 

4.1. 支援システムの開発とその機能 

 システムを利用する教師の負担を減らすため，支援シ

ステムを利用するまでの特別な準備を必要としない

Web 型のシステムを開発した．支援システムの開発は，

XHTML1.0 Transitional と JavaScript（AJAX）にて行

い，開発期間は 2009 年 9 月から 2010 年 1 月の 5 カ月

である．  

 前述した支援システムの 4 つの機能（絞り込み検索機

能，学習項目表示機能，年間指導計画記述機能，チェッ

ク機能）は全て 1 画面で操作できるようにし，支援ツー

ルで指摘された 2 つのウィンドウを用いた作業に関する

改善点を解決した．また，支援ツールの見やすさに関す

る改善点を受けて，学習項目ブロックの文字を支援ツー

ルよりも大きくした． 

 

4.1.1 絞り込み検索機能 

 学習指導要領の階層構造に加え，類似している学習項

目をひとまとまりにしてラベルを付けた 「学習項目カ

テゴリー」を「指導事項」の下位に設けた（図 5 の③）．

「学習項目カテゴリー」における学習項目のカテゴリー

分け及びラベル名は，技術科の教科書（開隆堂 2008，

東京書籍 2008）と資料集（開隆堂 2008）を参照した．

支援ツールの改善点として指摘されていた学習項目の

検索は，学習項目カテゴリーを加えることで指導事項よ

りも絞り込んで検索できるようにした．  

 利用者は図 5 の①の上部のタブで「分野の内容」を選

択し，ラジオボタンにて「指導項目」及び「指導事項」

を選択する（図 5 の②）．更に，プルダウンメニューか

ら学習項目カテゴリー（図 5 の③）を絞り込むことで学

習項目の検索を行うことができる． 

 

4.1.2 学習項目表示機能 

 絞り込み検索で検索した学習項目ブロックの一覧は

図 6 上部に表示される．表示された学習項目ブロックは

指導計画記述機能の学習項目欄にドラッグ＆ドロップ

で移動でき（図 7），学習項目表示機能には年間指導計画

学習項目表示機

 

チェック機能 

図 6 学習項目表示機能とチェック機能 

図 7 学習項目ブロックの挿入 

図 5 絞り込み検索機能 

① 

② 

③ 
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に含めていない学習項目のみが表示されるようになる．

これにより，支援ツールの改善の要望を実現した． 

 

4.1.3 チェック機能 

 学習項目ブロックを指導計画記述機能の学習項目の

欄に移動させたときに，その学習項目カテゴリー内の学

習項目が何項目中何項目使用されたかが表示される（図

6 下部）．これにより，支援ツールの改善点として指摘さ

れた学習指導要領のどの部分の学習項目が年間指導計

画に含まれていないかを瞬時に把握することが可能と

なり，学習項目表示機能と合わせて学習指導要領の内容

を網羅した指導計画の作成を支援できる． 

 

4.1.4 指導計画記述機能 

 指導計画記述機能には，年間指導計画に一般的に記述

されている内容（実施月，単元名，授業内容）を入力で

きるようにした． 

 利用者は，前任者の年間指導計画を基にして，上部の

タブで学年を指定し，「実施月」「単元名」「授業内容」

を入力する．学習項目欄には学習項目表示機能から学習

項目ブロックを挿入する．授業間でも学習項目ブロック

の移動は可能であり，それぞれの授業内容で扱う学習項

目をこの機能を使って整理することができる（図 8）． 

 

4.2. 支援システムの本評価 

4.2.1. 評価目的 

 本研究では，2.1 で示した 4 つの支援要素全てをシス

テム的に支援することを目的としている．そこで，支援

システムに関して次の 3 点を評価した． 

（1） 前任者の年間指導計画を基に，年間や単元を通し

て学習すべき内容を具体化・整理することができ

たかを評価する 

（2） 支援システムを用いた指導計画作成の作業手順

や操作が容易であったかを評価する 

（3） 学習指導要領の内容を全て含めた年間・単元指導

計画が作成できたかを評価する 

 

 評価目的（1）では，本支援システムを用いて年間・

単元指導計画を学習項目まで具体化する活動によって，

年間や単元を通して学習すべき内容が整理できるかを

評価する．「指導計画を学習項目まで具体化する」とは，

前任者の年間や単元指導計画の授業内容に関連する学

習項目を支援システムから探し，授業内容との対応を考

える活動を指す．評価目的（2）では，これらの活動が

容易に行えるかを評価する．評価目的（3）では，支援

システムを用いることで，学習指導要領の内容を全て含

めた年間・単元指導計画が作成できるかを評価する． 

 

4.2.2. 評価の概要 

 本研究では，技術科初任教師を対象とし，初任教師が

学校赴任直後に行う年間指導計画の作成を通した活動

の支援を目的としているため，その状況に最も近い 4 月

から技術科の教師になることが決まっている教員養成

課程の技術教育講座 4 年の大学生 3 名（評価者 a，b，c）

に協力を得た．  

 本支援システムは 1 人で利用することを想定し，評価

者 1 名につき，支援システムを利用するためのノート型

PC（Panasonic 製 CF-W5，1024×768px）1 台，前任

者の単元指導計画として岐阜県中学校技術・家庭科研究

会部会（2009）が作成した単元指導計画を使用し，その

他の資料として中学校学習指導要領解説技術・家庭科編

（2008a），技術科の教科書（開隆堂 2008a，東京書籍 

2008），資料集（開隆堂 2008b）を用意した．  

 評価は 2009 年 12 月 4 日に行った．時間の都合上，単

元指導計画の作成を依頼した．調査者が支援システムの

概要を説明し，評価者が支援システムの操作方法を確認

した後，支援システムを用いて 90 分間で単元指導計画

図 8 指導計画記述機能を使った学習項目の整理 
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を作成してもらった．作業中は配布した資料等を自由に

見てよいこととした．単元指導計画作成後，質問紙へ支

援システムの評価を行うように求めた．評価者が少ない

ため，質問紙に回答した後に質問項目に対するより詳し

い評価を行うために評価者全員を対象としたグループ

インタビューを行った． 

 

4.2.3. 質問項目 

 本評価で用いた質問項目は，前述した 3 つの評価目的

に関する項目から構成されており，学習項目ブロックの

検索，授業内容の具体化，作成した指導計画の確認時に

どのようなことを考えていたかを問うものである．回答

は選択肢式とし，グループインタビューの際，評価者に

質問をする時の参考資料としても用いた．質問項目を表

1 に示す． 

 

4.3. 評価結果 

 質問紙の回答とグループインタビューの回答より，各

評価目的が達成できたかを考察していく．なお，質問紙

で評価者が選択した回答項目を[ ]内に示し，回答項目の

後ろの（ ）内にはその回答を選択した評価者を示して

いる．グループインタビューの回答は「」内に示した．

インタビューの回答における（ ）内は筆者が補足した

ものである． 

 以降では，評価目的（1）から順に，結果と考察を示

していく． 

 

4.3.1. 評価目的（1）の評価結果 

 前任者の年間指導計画を基に年間や単元を通して学

習すべき内容を具体化することができたかを明らかに

する質問項目は，表１に示した質問項目 1，2，3，4，5

である． 

 授業間の関連を図れたかを問う質問項目 1 に対しては，

[あまりそう思わない（a）]，[まあまあそう思う（b，c）]

と回答しているが，インタビューでは「1 時間ごとで授

業内容が自分でこれをやるって決めちゃってて，この日

はこれだけしかやらない，次はまたその授業内容に沿っ

てやるっていう，本当に 1 時間ごとに作っていった（評

価者 b）」など，1 時間の授業内容を具体化することに集

中して，授業間の関連をあまり考えていなかったという

表 1 質問項目および回答結果 
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回答を示している． 

 しかし，一度挿入した学習項目ブロックを移動させる

ことがあればその時にどのような考えを持って移動さ

せていたかを問う質問項目 2，3 のインタビューでは「こ

れ，前の時間に教えてもいけそうだなっていうとき（に

学習項目を移動させた）（評価者 b）」「全体の流れの中で，

ここで教えるよりもこっちで教えた方が後々いいんじ

ゃないかって，そういうので（学習項目を）移動させた

（評価者 c）」等の回答や，質問紙において評価者全員が

[授業内容と学習項目との関連が図れていないと思った

時（a, b, c）]と回答したことからも，評価者が支援シス

テムを用いて授業内容を具体化する中で，1 時間の授業

で学ばせるべき内容を吟味し，単元全体の流れを考慮し

ていたことが確認でき，学習項目の系列は本支援システ

ムで整理できたと言える． 

 加えて，単元を通して学習させることが整理できたか

を問う質問項目 4 に対しても，[そう思う（c）]，[まあ

まあそう思う（a，b）]と肯定的な回答を示している．イ

ンタビューにおいても「項目を入れていくと，（1 時間の

授業や単元を通して）こんなにやんなきゃいけないって

ことが視覚化してわかる（評価者 a）」や「これ教えてな

いやとか，ここ教えることが重複してるなとか似たよう

なこと教えてるなっていう…（単元指導計画の）直すべ

きところがまた見つかる（評価者 b）」と回答しているこ

とからも，支援システムを利用することで生徒にどのよ

うなことを学ばせなければならないかが整理できると

ともに，今の計画をどのように改善していけばよいかの

指針が得られたことがわかる． 

 本支援システムを用いて作成した指導計画から 1 時間

の授業をイメージできるかを問う質問項目 5 に対しては，

評価者全員が[まあまあできる（a，b，c）]と肯定的な評

価をしている．さらに，インタビューでは「アイコンが

あるので…例えばここは考えさせることが多くなる授

業なんだろうなとか，知識を与えることが多くなる授業

なんだろうなとか，作業が多いんだろうなとかっていう

のが，すごく，一目でわかる（評価者 a）」と回答してお

り，学習項目ブロックに付与した情報が各授業で生徒に

どのような活動をさせればよいかをイメージしやすく

していることがわかる．また，「学習項目がしっかりと

してるので，自分でも授業内容が立てやすいし，調べる

ことも，この日はこのことを教えるからこれを調べよう

とすぐにいろんな作業に取り掛かれる（評価者 b）」とい

う回答から，授業内容を学習項目で具体化すること，学

習項目をブロック状にしたことが評価されていた． 

 以上の結果より，本支援システムを用いることで，利

用者は前任者の年間・単元指導計画を基にして年間や単

元を通して学習すべき内容を具体化・整理できるように

なり，評価目的（1）を達成できたと言える． 

 

4.3.2. 評価目的（2）の評価結果 

 支援システムを用いた指導計画作成の作業手順や操

作が容易であったかを質問項目 6，7，8 にて評価した． 

支援システムの操作方法に関する質問項目 6 と質問項目

7 に対して，全ての評価者が[簡単だった（a，b，c）]と

評価しており，支援システムの操作が容易であることが

確認できた． 

 支援システムの作業手順に関する質問項目 8 に対して

も[戸惑わなかった（a）]，[あまり戸惑わなかった（b，

c）]と良好な評価が得られ，本支援システムの利用が容

易であることがわかる．また，学習項目カテゴリーを選

択する作業に対して「今日作ったもの（単元指導計画）

は栽培という分野で，実際自分も教育実習で全然やって

ないし…，ただでさえ作るのが大変なのに，カテゴリー

があって，分けてあると，ゼロからのスタートでもなん

となく先の見通しが持てる（評価者 b）」という回答が示

すように，学習項目カテゴリーを選択する作業を加える

ことで，初めて扱う題材であってもその授業内容を具体

化しやすくなったことが示唆された． 

 以上の結果より，本支援システムを用いた指導計画の

作業手順や操作が容易であることが確認でき，評価目的

（2）が達成できたと言える． 

 

4.3.3. 評価目的（3）の評価結果 

 学習指導要領の内容を全て含めた年間・単元指導計画

が作成できたかを質問項目 9，10 の回答から評価した． 

 学習指導要領の内容を網羅するためにチェック機能

を利用したかを問う質問項目 9 において，3 名中 2 名は

[はい（a，b）]と答えており，チェック機能を設けるこ

とで学習指導要領の内容に漏れのない指導計画を作成

する支援ができたことが示唆された．しかし，1 名は[い
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いえ（c）]と答えており，インタビューで「チェックの

ことを忘れてました（評価者 c）」と回答した．これは，

授業内容を学習項目ブロックで具体化することだけに

意識が向き，学習指導要領を網羅した指導計画の作成を

行うことに注意がいかなかったことが要因として考え

られる．  

 実際に全ての学習項目カテゴリーから学習項目を選

択して指導計画に含めることができたかという問い（質

問項目 10）に対しては，1 名は[はい（a）]と回答してい

るが，2 名は[いいえ（b，c）]という回答を示している．

[いいえ ]と回答した理由に関して，インタビューで「知

識不足っていうのもあるんですけど，このカテゴリーが

どこに使えるんだろうっていうのを考えたのと，これ以

上学習項目が 1 時間に入りきらないから，入れないでも

いいかなって思ったのが多数あったので，全部使わずに

終わっちゃいました（評価者 b）」や「なんか合わないな

とか，これどこに使えばいいかなっていうのが結構あっ

た（評価者 c）」と回答した． 

 これらの理由として，学習項目ブロックが学習指導要

領で示されている指導事項を具体化したもので，用意さ

れた学習項目ブロックを全て使う必要があることを説

明時に理解してもらえなかったことと，学習項目ブロッ

クで同じようなものが一覧に表示されていたため，全て

を使う必要がないと評価者に判断させてしまったこと

が考えられる．  

 以上の結果より，チェック機能を設けることで学習指

導要領の内容に漏れのない指導計画の作成を支援でき

るが，より学習指導要領に漏れのない指導計画にするた

めにはチェック機能や学習項目ブロックの改善が必要

であることが明らかとなった． 

  

5. おわりに 

 

 本研究では，技術科教師を対象とした実態調査より，

各学校の実態に即して作成された前任者の年間指導計

画を基に年間を通して生徒に学ばせるべき内容を初任

教師が具体的にイメージでき，学習すべき順番にその内

容を整理できるようにすることをシステム的に支援す

る方法を検討し，支援ツールおよび支援システムの開発

を行った． 

 支援ツールおよびシステムの開発に当たっては，これ

までの指導計画作成支援研究では支援されてこなかっ

た，前任者の年間指導計画と学習項目との対応を整理す

ることや，学習項目の系列を教師自身が検討できるよう

にその作業過程を可視化することを目指した．その結果，

本支援システムを利用することで，主に次の成果が得ら

れることが明らかとなった． 

 

・ 前任者の年間指導計画を基にして年間の授業で生

徒に学ばせるべき内容とその系列を具体化・整理で

きる 

・ 学習指導要領の内容を全て含めた年間の授業が計

画できる 

 

 本研究で開発した支援システム及び知見は，初任教師

だけでなく単元や年間の授業の見通しを持つことに苦

労している教師の授業設計の支援に寄与できると考え

る．今後は，教科書や学習指導要領の改訂に伴い学習項

目を改善していく． 

 最後に，本研究にご協力いただきました技術科教師の

皆様，学生の皆様に心より感謝いたします． 
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