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沖縄県立総合教育センター １年長期研修員 第 63 集 研究集録 2018 年３月 

〈通信・制御〉 

科目「課題研究」における主体的な学習態度の育成 
―ロボットの製作における専門的な知識と技術の活用・深化を通して― 

 
沖縄県立美来工科高等学校教諭 當 間 啓 悟    

 

Ⅰ テーマ設定の理由 
私たちを取り巻く環境は、グローバル化、ＩＣＴ化、オートメーション化など、大きな変化の波を受け

ており、急速に変化する市場ニーズへの対応が求められている。「『社会人基礎力を育成する授業 30 選』実

践事例集」によると経済産業省では、「これからの職場や地域社会の中で多様な人々とともに仕事を行って

いく上で必要な基盤的能力を『社会人基礎力』として提唱し、その育成の普及をはかっている」また、社

会人基礎力を「『前に踏み出す力』『考え抜く力』『チームで働く力』の３つの能力とこれらを構成する１２

の能力要素から成る」と明記し、その重要性を示している。 

高等学校学習指導要領における、教科「工業」の科目「課題研究」の目標に「工業に関する課題を設定

し，その課題の解決を図る学習を通して，専門的な知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決

の能力や自発的，創造的な学習態度を育てる。」と示されている。工業科目の集大成ともいえるこの科目で、

仲間と協働し、自分たちの力で課題を解決するために生徒が主体的に取り組むなどの経験ができるこの科

目は、「社会人基礎力」を育む為に適した科目である。 

本校電子システム科は電子技術・通信技術・制御技術の３分野を柱とした学習内容となっており、その

基礎となる専門知識や技術の習得に努めている。その生徒たちの多くは、進路に対する意識が高く、専門

性を生かした就職先や、専門性の向上を図るために進学を希望するなど、専門科目に対する興味・関心が

高い様子が見られる。しかし、科目「課題研究」や「実習」等の実践する場面において、自分の意見や作

業に自信が持てず、誰かの意見や行動、教諭からの指示を待つなど、主体的な行動がとれない場面が多々

見られ、「社会人基礎力」を育む第一歩として、「前に踏み出す力」として表される、主体性を育むことが

課題であると捉えた。このような中、科目「課題研究」においては、プログラミング制御を苦手としなが

らも、その制御を実践して動くものを作りたいという生徒が多く、そこから、「学んだ事を生かしたい」「知

識と技術を身に付けたい」という知的好奇心や、ロボット等に対する興味・関心の高さが窺える。一方、

国内においては災害時に、瓦礫や建物内を人に代わって要救助者の探索や情報収集を目的とするレスキュ

ーロボットの研究が活発化している。このような社会状況に関連して、レスキューロボットを意識した「ロ

ボット製作」は、既習の知識と技術の活用という生徒の興味・関心を実践につなげることで、専門的な知

識と技術の活用、深化を図ることのできる教材になると考えた。 

先に述べたように、知的好奇心や学習に対する興味・関心が高い生徒が多いものの、自信が持てず、自

ら行動に踏み出せない原因は、具体的な計画が立てられず、見通しを持って行動する力が育まれていない

ことや、「自分にもできる」といった「有能感」が低いために、主体的な行動が起こせないことにあると考

える。そこで、本研究では、既習の基礎的・基本的な知識と技術の活用・深化を図る過程を「Plan（計画）

→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善）」のサイクルで実践することで、主体的な活動を促す。そ

の活動における成長や成果・成功体験を振り返ることによって「自分にもできる」といった「有能感」を

向上させることができると考える。そして、生徒の「有能感」の向上が、主体的な学習態度を育み、「社会

人基礎力」に示される「前に踏み出す力」の育成につながると考え、本研究のテーマを設定した。 

〈研究仮説〉 
 科目「課題研究」において、既習の知識と技術の活用・深化を図る過程で、ＰＤＣＡサイクルにより主

体的な活動を促し、ポートフォリオによる振り返りで「有能感」を向上させることによって、主体的な学

習態度の育成が図られるであろう。 
 
Ⅱ 研究内容 
 １ 実態調査 

   本校電子システム科３年課題研究「レスキューロボット製作」班 11 名を対象に事前調査を行い、そ

こで得た結果を下記に示す。 
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(1) アンケートによる実態調査 

調査は生徒たちの興味・関心を問う質問を用

意し、５件法で行った。 

図１のアンケート結果１より「電子システム

科で学習できる内容に興味がある」の問いに対

して、肯定的な回答は８人、図２のアンケート

結果２では、「ロボット（リモコンカー）の製作

に興味がある」の問いに対し、肯定的な回答は

８人となり、専門科目やロボット製作に興味・

関心が高い様子が窺える結果となった。 

図３のアンケート結果３に、「『課題研究』に

おいて取り組みたい作業」として、作業ごとに

結果を示した。「設計・製図」は、肯定的な回答

が 10 人、「材料加工」は７人、「回路製作」は６

人であった。これらを「取り組みたい」とした

理由は、「楽しそう」「やってみたい」といった

興味・関心や、「実際に触って作れる」「ものづ

くり感がある」などの達成感に対する欲求、「工

業技術基礎で楽しかった」などの科目「工業技

術基礎」における材料加工や、はんだ付けによ

る回路製作などの経験によるものであった。  

「プログラミング」においては、肯定的な回

答が１人と、興味・関心が低く、否定的な回答

だけではなく、「どちらともいえない」の中に

も、「苦手」や「達成感がない」との意見が見ら

れた。一方で、「プログラミングで実際にものが

動けば楽しそう」という意見も多くあり、もの

を動かすことに対する興味・関心が窺えた。 

調査の結果、学科の学習内容に対する興味・

関心が高いことから、既習の学習内容を設計・

製図、プログラミング、材料加工や回路製作な

どに活用を経て、深化させることのできる「ロ

ボット製作」は生徒の主体的な活動の動機付け

として適した題材であると考える。また、生徒

たちが各作業を取り組みたいと思う要因は、「達成感を感じられた」や「できた」という経験が大き

いことから、活動の中で「達成感」や「できた」を実感させられるように学習指導の工夫を行い、

主体的な学習態度を促したいと考えた。 

(2) 自ら学ぶ意欲の測定尺度 

櫻井茂男（2009）の「自ら学ぶ意欲のプロセスモデ

ル」によると、学習意欲が発現するプロセスには、「安

心して学べる環境」を土台とし、「欲求・動機」レベ

ル、「学習行動」レベル、「認知・感情」レベルの三つ

のレベルがあるとされる。「安心して学べる環境」の

もとで、「有能さへの欲求」や「知的好奇心」の欲求・

動機が、具体的な学習行動として表れ、その結果とし

て、「おもしろさと楽しさ」「有能感」の認知・感情が

生じ、これを循環させることによって、学ぶ意欲が育

っていくとされている（表１）。 
本研究では対象となる生徒たちに、主体的に学ぶ意欲がどの程度備わっているかを、櫻井が作成

した「自ら学ぶ意欲の測定尺度」を用いたアンケート調査を５件法で回答させ、それを点数化した

レベル 構成要素 

認知・感情 
おもしろさと楽しさ 

有能感 

学習行動 

深い思考 

独立達成 

積極探求 

欲求・動機 
有能さへの欲求 

知的好奇心 

安心して学べる環境（物理的環境・人的環境） 

n=11

n=11 

図１ アンケート結果１ 

図２ アンケート結果２ 

表１ 自ら学ぶ意欲のプロセスモデル 

図３ アンケート結果３ 
n=11

(人) 

(人)

(人) 
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値の平均値をレベルごと、および構成要素ごとにグラフに示した（図４、図５）。 

調査の結果、「欲求レベル」が 4.2 ポイントと最も高く、次いで「安心して学べる環境」4.0 ポイ

ント、「学習行動レベル」3.6 ポイント、「認知・感情レベル」3.1 ポイントという結果になった。さ

らに、構成要素ごとに分けて見ると、「認知・感情レベル」の構成要素である「有能感」が 2.3 ポイ

ントと、際立って低いことが分かる。これより、生徒たちの学習に対する興味・関心が高く、学習

に取り組む中でおもしろさと楽しさを感じてきているように窺える。しかし、学習行動がうまくい

ったときや認められたときに感じるとされる、「有能感」が低いことから、「自分にはできる」とい

う自信が得られないために、主体的な行動が控え目になってしまっていると思われ、本研究では、

いかに生徒たちの「自分にもできる」という「有能感」を向上させ、主体的な活動に向かわせるか

が重要になると考える。 

２ 主体的な学習態度を育成する授業の研究 

(1) ＰＤＣＡサイクル 

「ＰＤＣＡサイクル」とは、Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）といわれ

るビジネスフレームワークである。これは統計学者であり、コンサルタントのエドワード・デミン

グらによって提唱された概念で、今ではあらゆるビジネスシーンで使われるようになっている。本

研究では、これまで身に付けてきた知識と技術でできる「計画」と「実行」を行うことで、具体的

な計画を立て、見通しを持った行動ができるように促し、「評価」「改善」において、成果や学んだ

ことの振り返りや自己評価をすることで、日々の成果や成長を認知させ、次の主体的な活動へと向

かわせることができると考えた。そこで、日々の活動を「見える化」し、ＰＤＣＡサイクルの「習

慣化」を図るため、「ＰＤＣＡチェックシート」を日々のワークシートとして活用する。また、ＰＤ

ＣＡサイクルを実践する上で、目的を持った計画と実行、根拠を持った評価と改善とするための観

点として表２を示し、日々の活動で確認しながら進め、ワークシートにまとめさせるように努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ポートフォリオ評価 

高浦勝義著「問題解決評価－テスト中心からポートフォリオ活用へ－」によると、「ポートフォリ

オとは，入れ物の中に，一人一人の子どもの学習到達の成長及びそこに到達するまでの過程が分か

るような資料・情報を目的的・計画的に集積したもの」とあり、エスメ・グロワート著「教師と子

活動 活動の観点および具体例 

Plan（計画） 

の観点 

コンピテンシー（知識やスキルを現実に活かせる力） 

「題材の機能・働き・現状を理解しているか」・「現実に実践できる計画か」 

「題材の機能をいかした計画になっているか」 

Do（実行） 

の観点 

論理的思考力 

「工夫や改善点、取り組んだことなどは明確か」・「わかりやすい表現、簡潔な文章」 

「絵や図などビジュアル表現の工夫」 

Check（評価） 

及び 

Action(改善) 

の観点 

課題解決力 

「現状から必要な情報が獲得できているか」・「見つけた課題の証拠･根拠はあるか」 

「原因の妥当性はあるか」・「原因を取り除く解決策になっているか」 

「現実にできる具体的な解決策か」 

表２ ＰＤＣＡサイクル実践の観点 

 図４ 自ら学ぶ意欲の測定尺度の結果        図５ 自ら学ぶ意欲の構成要素ごとの結果
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供のポートフォリオ評価」では、「子供が学習活動で成し遂げたことの中で、価値あるものと判断さ

れる事例をポートフォリオに組み込むことで、その価値を認めることがポートフォリオ評価とされ

る」と記されている。また、その特徴は「実際の学習活動の中で評価する」こと、達成したことを

ポートフォリオに組み込むことによって「自尊感情や自己効力感を高める」こと、評価の情報を学

習者にフィードバックする「学習のための評価」が可能であること、「自己評価からメタ認知能力」

を育成する段階的な指導になるということが挙げられている。本研究においても、日々の活動をワ

ークシートにまとめる中で、課題や成し遂げたこと、達成したことを自己評価させ、「有能感」の向

上を図る上でも有効な手立てと考え、ロボット製作の次の段階でポートフォリオとして組み込み、

振り返り活動を通してどのような成果を達成し、どのような力が身についたかなどを生徒に認知さ

せ「有能感」が向上させられるように促した。   

３ 教材研究および作成 

(1) 制御用コンピュータ 

生徒の情報収集及び検討会により、無線コントローラーの活用及び、カメラから LIVE 映像配信が

できる機能を持った小型コンピュータを選択した（図６）。これは無線ＬＡＮや Bluetooth 機能を内

蔵し、入出力ピンで信号の入出力を行うことができ、電子工作にも活用できるものである。また、

この小型コンピュータのＯＳには、豊富なオープンソースのソフトフェア（パッケージ）が存在し、

これをダウンロード、インストールして使用することができ、それを用いて、WEB カメラ（図７）

による LIVE 映像配信や、Bluetooth コントローラー接続（図８）を行い、生徒が活用できる形で示

すことができるように実践を図った。また、リモートデスクトップによる遠隔操作を行うことで、

各コマンドの入力および実行等の操作をタブレットから制御できるようにした。 

                         
図６ 小型コンピュータ     図７ WEB カメラ      図８ Bluetooth コントローラ＆USB アダプタ 

(2) 入力信号変換回路作成                   

使用する小型コンピュータの入出力ピンの定格電圧は 3.3Ｖであるが、リレー回路及びサーボモ

ーターの定格電圧は５Ｖである。そこで、科目「電子回路」で学習したトランジスタのもつ増幅作

用とスイッチング作用について復習し、その応用としてフォトカプラ（フォトトランジスタ）を利

用してスイッチングを行った。入出力ピンから出力される 3.3Ｖの信号をフォトカプラに入力し、

外部電源（５Ｖ）のスイッチングを行うことによって、５Ｖで入力できる回路を試作し（図９）、そ

の手引書を作成した。 

(3) Ｈブリッジ回路の検討と作成手順 

科目「電子計測制御」や「実習」にて学習する接点とリレーの動作について確認し、リレーを用い

てＤＣモーターの正転・逆転回路をグループで検討・作図させ、スライドを参考に回路を作成でき

るようにした（図 10）。また、Ｈブリッジ回路をシーケンス図やラダー図で示し、科目との関連を 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   図９ 入力信号変換回路            図 10 Ｈブリッジ回路の検討と作成手順

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入出力ピンを LOW にするとフォトカプラが ON

し、リレー回路も ON になる 

GND 

５Ｖ 3.3Ｖ 

入出力ピン 

フォトカプラ 
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意識できるようにした。 

(4) 製図および材料加工 

  ① 汎用２次元ＣＡＤソフトによる基礎製図の手引書と演習課題       

無料の汎用２次元ＣＡＤソフトを中心に製図した。製図の基礎技術が学べるように、基本操作

の手引書を作成し、その操作を活用してロボットを製作するにあたり必要となる部品の図面をそ

の演習課題として作成した（図 11）。 

② ３次元ＣＡＤソフトによるスプロケット作成手引書 

複雑な形状のスプロケットは３次元ＣＡＤソフトを用いて図面作成に取り組み、複雑な３次元

図面から輪郭のみを残し、２次元で作成するための詳細を手引書としてまとめた（図 12）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 加工技術の習得 

ロボットの製作において、スプロケットやギヤ、その他の複雑な形状の輪郭加工が必要な際に

有効なのがレーザー加工機やウォータージェット加工機であると考え、その技術の習得に取り組

んだ。図 13～15 にその製作物を示す。 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

(5) リモートデスクトップの設定 

使用する小型コンピュータは、ＯＳを介して、ターミナ

ルでコマンド入力により様々な動作を実行させなければ

ならない。そのためプログラムを実行する際、モニターや

キーボード、マウスを接続する必要があり、ロボットの起

動や終了時に、それらをロボットに接続し、走行時には取

り外すなど手間がかかってしまう。その手間を省くためリ

モートデスクトップソフトを用いてタブレットからリモ

ートアクセスし、小型コンピュータのデスクトップ画面を

遠隔操作できるようにすることで、モニター、キーボード

及びマウスを不要にした（図 16）。また、科目「情報技術

基礎」における情報セキュリティの管理に関連して、その

危険性や対策について復習できるようにした。 

(6) ワークシート 

ワークシートは「ＰＤＣＡチェックシート」と称し、毎

時の計画・実行・評価・改善をまとめ、見通しを持って行

動し、次の課題を明確にできるようにするなど、ＰＤＣＡ

サイクルの仕組み化、及び習慣化を図った。また、ロボッ

図 11 汎用２次元ＣＡＤソフトによる基礎製図  図 12 ３次元ＣＡＤソフトによるスプロケット作成 

図 16 リモートデスクトップの操作画面

図 13 アクリルケース       図 14 サーボアーム    図 15 スプロケット  
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ト製作終了後に、ポートフォリオを作成する

ための振り返り資料として実践させ、作成す

る際に、ワークシートに記入されている、

日々の活動やプロセス、更には「できたこと」

や「学んだこと」が時系列で振り返ることが

できると考えた。しかし、その表現（記入す

ること）や論理的な視点で観察、思考させる

には、段階的な指導が必要であり、書き方の

例を示すことや、ワークシートにアドバイス

やコメントをすることなどが必要であった。

また、有能感の向上を図るための段階的な指

導として自己評価できる力をつけさせるよ

うに「できたこと」や「自らの課題」を見つ

けて自己評価をさせられるように声かけや

コーチングに努めた。そのワークシートを図

17 に示す。 

① Plan（計画） 

見通しを持って活動ができるように、本

時の課題や、役割、作業の優先順位などの

計画を立てさせた。また成果の妥当性を何

をもって判断するかを生徒に問いかけ、確

認させるようにした。 

② Do(実行) 

実行時には、計画に挙げた課題の解決を図りながら、実行したこと、学んだことや、イメージ

図を記録させる。また、成果物や工具、作業の様子など、振り返りに活用できるように写真を撮

らせた。 

③ Check（評価）              

客観的に成果の妥当性を評価・検証させ、気づいたことを何でも書かせるようにすることで、

それをグループ内で確認し合い、改善へ向かわせる。また、達成したことや学んだことを中心に

自己評価させた。 

④ Action(改善)                      

Check で挙がった事項に対して、重要度に応じて優

先的にその改善方法を検討させ、次の課題や取り組み

が何であるかを明確にさせるようにした。また、グル

ープでまとめた成果と課題を毎週異なる代表者1名に

発表形式により報告させることで、イメージの共有や

具体化を図った。 

(7) ポートフォリオの作成 

ポートフォリオは活動を俯瞰して見ることができる

「生徒の作品」となるように、生徒一人ひとりに作成さ

せ、「成長報告書」「ロボットの説明書」「活動の軌跡（振

り返り）」「ワークシート」「その他」の順にまとめた。 

   ① ロボットの説明書 

「ロボットの説明書」はロボットの概要や機能、考

察などを見る人に分かりやすいものとなるように、必

要な情報を取捨選択し、思考、表現させるように努め

た（図 18）。また製作物に対する理解度を確認するこ

とができると考え、学習の総括的な評価の対象とし

た。評価方法として、表３のような「ロボットの説明

書のルーブリック」を設け、これを生徒に示し作成さ

図 17 ワークシート（ＰＤＣＡチェックシート）

Plan 

課題・役割分担 

妥当性の判断材料 

Do 

実行したこと・学ん

だこと・図・写真 

Check 

成果の評価・検証 

気づいたこと 

Action 

課題や優先度の確認・改善方法の考察 

自己評価

変容確認

図 18 ロボットの説明書（生徒の一例） 

ＰＤＣＡサイクルの仕組み化、習慣化



‐7‐ 
 

せ、授業担当者と共に評価した。 

  

② 活動の軌跡 

     「活動の軌跡」は、日々のワークシートから、「取り組み内容」「成果・学んだこと」、および「成

長」「自己評価」をまとめさせ、活動を通した、自らの成果や成長の再確認および認知を図れるよ

うにした（図 19）。 

   ③ 成長報告書 

「成長報告書」は、「活動の軌跡」を振り返り、活動を通した「評価・分析」を行い、自らの「成

長」「獲得した力」を確認させ、振り返りのまとめとした（図 20）。 

  
 

 

Ⅲ 指導の実際 
１ 単元名 「ＰＤＣＡサイクルの実践を図るロボットの製作」 

２ 単元目標 

 これまでの取り組みを振り返り、製作したロボット本体に制御基板等を配置させ、既習の知識と技

術や資料を参考に、配線、プログラミングを行う。この際にロボット本体、回路配線、プログラミン

グなどお互いが担当した箇所を担当外の生徒へ指導する形態をとり、情報の共有、教え合いを図る。 
３ 単元の設定理由 

(1) 教材観  

我が国のロボット産業は、製造業分野にて普及し、少子・高齢化や環境・エネルギーといった社

会問題に直面するとともに、震災などをきっかけに、これまで以上にロボット技術に対する期待と

可能性が高まっている。その中で「ロボット製作」は、工業技術が現代で果たす意義や役割を学び、

工業技術の発展性をイメージさせることができる研究材料である。また、「ロボット製作」は既習の

「プログラミング制御」をアクチュエーターの制御に発展させ、「無線通信」を実践し、「材料加工」

の基礎的な技術の活用を図るなど、専門的な知識と技術の活用、深化を図ることのできる教材にな

ると考える。 

(2) 生徒観 

本校電子システム科は通信・制御・情報を主とした教育課程となっており、毎年、課題研究にお

いて「ロボットの製作」に取り組みたいという要望が出る。科目「工業技術基礎」や「実習」で基

 
評価基準 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

テーマ

設定の

理由 

どのような課題に取り組むのか

（自らの課題を何と考えている

か）、取り組む理由が何かとい

う着眼点が明確に記されている

なぜ取り組むのか、

達成目標（成長・技

術）が何か、が記さ

れている 

なぜ取り組むか、

テーマ設定の理由

が記されている 

テーマ設定の理

由が書かれてい

ない 

ロボッ

トの概

要・機

能 

レスキューロボットに求められ

る役割、機能が書かれ、自らの

イメージがどうであるか表現さ

れている 

レスキューロボット

に求められる機能が

書かれている 

レスキューロボッ

トに求められる機

能があいまいな書

き方である 

レスキューロボ

ットが何かわか

らない書き方に

なっている 

全体の

見やす

さ 

ユニバーサルデザインを意識し

た写真やレイアウトに加え、色

使いもよい 

分かりやすい写真や

レイアウトになって

いる 

写真が適当でな

い、説明箇所がわ

かりにくい 

文字が見えにく

いなど見る人を

意識していない 

図 19 活動の軌跡（生徒の一例）              図 20 成長報告書   

活動を通した評価と分析 

成長１ 

成長２ 

成長３ 

表３ ロボットの説明書のルーブリック（一部抜粋） 

獲得した力とその活用 
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礎的な機械・工具を活用した材料加工や回路作成、プログラミングなどを学習してきている。この

ような基礎的な知識や技術の活用方法をロボットにどのように生かせるかを支援したいと考えるが、

これまでの活動を見ると、誰かが行動するまで待つ、自分の答えに自信が持てないなど、主体的な

行動が控えめになってしまっている場面が多くあった。今回、対象となる課題研究レスキューロボ

ット班 11 名の生徒を調査した結果、学習に対する興味・関心は高く素直な生徒が多いものの、「自

分にもできる」といった「有能感」が低いことが分かった。生徒の有能感を向上させるためには、

これまで学んできた知識や技術を活用できることを実感させ、自らの成長、変容を振り返らせるこ

とで、それを小さな成功体験や成長として認知させることが必要であり、それが主体性ある活動に

つながると考える。 

(3) 指導観 

既習の基礎的・基本的な学習を実践活用する過程で、「Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）

→Action（改善）」のサイクルを実践させる。自分たちでできる計画を立て、それに基づいて実践す

る中で、根拠を持って適切に評価し、論理的な改善を図る。このような日々の活動を繰り返す中で、

どんなに小さくても自分の中に知識や技術が備わっていること、成長や学んでいることをコーチン

グしながら、ポートフォリオとしてまとめさせる。それらを俯瞰して振り返らせ、小さな成功体験

や成長を認知させることで、「自分にもできる」といった、有能感を育むことができると考える。そ

して、生徒の有能感の向上が主体的な態度に結びつき、社会人基礎力にも生かされると考える。 
４ 単元の評価規準 

５ 単元の指導と評価計画（３時間×35 回：全 105 時間） 本時：64・65・66 時間目 

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解 

ア ロボット製作について関

心をもち、主体的に探究

しようとしている 

 

イ 協働学習に主体的に関わ

り、課題を解決しようと

している 

ア 課題に対する思考を深

め、その過程や気づき

をワークシートに表現

している 

イ 成果に対して協働で分

析・評価している 

ア 既習の知識と技術を活

用した方法を考察し安

全作業ができる 

 

イ 習得した知識と技術を

他者に教える技能が身

についている 

ア 既習科目と、レスキュ

ーロボットの関連につ

いて理解している 

 

イ 課題に対する工夫とそ

の対処方法を知識とし

て身に付けている 

時間 学習内容 指導目標（支援・留意点） 
評価の観点 

評価方法 
関 思 技 知 

６ 
班編成及びテーマ ･班編成や研究テーマの設定および研究内容につい

ての検討を行う 
イ イ   

ワークシート 

行動観察 

６ 
ハードウェアの調

査・検討会 

･ハードウェア（ワンボードマイコン）を調べ、検討

会でその特徴を発表・比較し決定させる 
ア イ  イ 

ワークシート 

行動観察 

６ 
基礎プログラムの

復習 

･既習の小型コンピュータの入出力の基本について

復習する 
ア  イ ア 

ワークシート 

課題の評価 

６ 

２次元図面作成 ･２次元汎用ＣＡＤソフトで部品の図面を作成 

･輪郭加工をする方法について理解させ、図面を作

成、dxf ファイルに変換させる 

 イ  ア 

ワークシート 

行動観察 

課題の評価 

３ 
年間計画 ･作品の概要についてその加工材料や方法・手順につ

いて検討し、年間計画・目的・目標を再設定する 
イ イ   

ワークシート 

行動観察 

21 

製図･材料加工･回

路作成等 

※役割分担 

･制御基板やケースなどの図面作成、 

･既習の機械・器具を用いた材料加工を復習し、パー

ツ作りに取り組む･制御基板の作成    

ア

イ

ア 

イ 
ア ア 

ワークシート 

行動観察 

(６) 

補 

ウォータージェッ

ト加工およびレー

ザー加工 

※夏休みセンター実習

･３次元ＣＡＤソフトを用いてスプロケットを作成

し、ウォータージェット加工機で加工 

･dxfファイルを用いてレーザー加工機やウォーター

ジェット加工機で加工する 

    

 

６ 
回路･材料加工･コ

ントローラー 

･駆動回路（Ｈブリッジ回路）の作成を行う 

･Bluetooth コントローラーの設定、プログラミング
 

ア 

イ 

ア 

イ 
ア 

ワークシート 

行動観察 

３ 
制御学習 ･リレー回路、サーボモーターの制御について基礎学

習 
ア  イ ア 

ワークシート 

行動観察 

３ 

動作確認 ･ロボット本体にアーム部分を取り付ける 

･制御回路を取り付け、配線する 

･プログラミングを行い、動作確認する 

ア

イ
ア イ  

ワークシート 

行動観察 
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６ 本時の学習指導 

(1) 主題名：動作確認 

(2) 本時の指導目標 

① 製作したロボット本体に制御回路を取り付け、完成に近づける。 

② お互いが担当してきた箇所を担当外の生徒へ指導させるようにし、教え合いを行わせる。 

③ 協働で使用ポートを検討し、それに応じて制御プログラムを修正、動作確認ができる。 

(3) 本時の評価規準 

評価規準 
学習に即した評価規準 

評価方法
Ａ 十分満足できる Ｂ おおむね満足できる Ｃ 支援の具体的方法 

【関心・意欲・態度】 

イ 協働学習に主体的に

関わり、課題を解決

しようとしている 

 

能動的に課題を解決しよ

うとしている 

 

役割を持ち、その課題

達成のために主体的に

行動している 

 

役割が得られるよう

に声かけをし、行動

を促す 

 

行動観察

 

【思考・判断・表現】 

ア 課題に対する思考

を深め、その過程や

気づきをワークシー

トに表現している 

 

ワークシートに実践した

ことや課題、気づきをま

とめ、その解決について

考察している 

 

ワークシートに実践し

たことや課題、気づき

をまとめている 

 

わからないことは、

教えてもらうように

声をかけ、支援する 

 

ワークシ

ート 

イ 成果に対して協働で

分析・評価している 

成果の分析・評価に能動

的に取り組んでいる 

成果に対して協働で分

析・評価することがで

きる 

分析する観点をアド

バイスし、根拠を書

けるように支援する 

行動観察

ワークシ

ート 

【技能】 

イ 修得した知識と技

術を他者に教える技

能が身についている 

 

学んだこと、その方法や

注意点を自らの言葉で他

者に伝え、実践させるこ

とができる 

 

参考資料等を参考に、

学んだことを他者に実

践させることができる

 

参考資料の提示や助

言を行うなど確認で

きるように支援する 

 

行動観察

 

７ 本時の展開 

評価の観点 （【関】関心・意欲・態度 【思】思考・判断・表現 【技】技能） 

６ 
プログラム調整と

WEB カメラ 

･問題箇所を改善後、再度運転や検証を行い問題点が

改善されたかの検証を行なわせる 
 

ア

イ 
イ 

ア

イ 

ワークシート 

行動観察 

３ 
ＶＮＣの設定と操

作・キャタピラ 

･ＶＮＣの設定を行わせる 

･ローラーチェーンの取り付け 
 イ  

ア

イ 

ワークシート 

行動観察 

６ 
動作確認・不具合

の修正 

･それぞれの動作を確認し、その修正・強化・改善を

図る 
ア

ア

イ 
イ ア 

ワークシート 

行動観察 

12 
発表資料作成 ･わかりやすく、簡潔に表現するよう指導し、プレゼ

ン資料の作成をさせる 
ア ア  イ 

報告書 

行動観察 

３ 
課題研究発表会 

 

･観覧者に対して、分かりやすく表現する力、根拠を

もとに説明する力を育成できるように努める 
ア

 
 イ 

行動観察 

12 
ポートフォリオ作

成 

･これまでの活動を振り返り、成果や学んだ事・成長

などをまとめ、フィードバックを図る 
イ イ  

ア

イ 

ワークシート 

行動観察 

３ 
研究のまとめ ･これまでの活動や結果を振り返りまとめる 

 
ア

 
 イ 

行動観察 

展

開 
ねらい・学習活動 生徒の活動 指導上の留意点 教材・教具 

評価の

観点 

集

合 

10

分 

【号令・出席確認】 

全体集合 

 

・授業開始の号令 

・出席状況確認 

・諸連絡 

  

 

 

行動 

観察 

導

入 

20

分 

【前時の確認】 

前時までの進捗状況を確

認する 

【本時の目標】 

本時の学習内容や目標に

ついて理解させる 

 

 

【本時の計画】 

本時の目標に沿って協働

で手順・役割等を計画 

 

・前時までの進捗状況を

確認する 

 

・本時の学習内容を確認

する 

 

 

 

・課題や役割、手順につい

て計画を立てる 

 

・前時までの進捗状況の

確認を行う 

 

・目標やねらいについて

説明を行う 

 

 

<ねらい> 

教え合いにより知識と

技術の習熟を図る 

 

ワークシート 

ＰＣ 

プロジェクター

ファイル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関】

イ 

 

 

 

【思】

ア 

Plan：本時の課題、役割、成果の判断材料を相談・報告する 
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Ⅳ 仮説の検証 
１ ＰＤＣＡサイクルの実践により主体的な活動を促すことができたか 

 (1) アンケートより 

ＰＤＣＡサイクルによる授業方法が定着した

検証授業後に行った事後アンケートの結果「Ｐ

ＤＣＡサイクルは主体的な活動に役立ちます

か」の問いに「当てはまる」が５人、「やや当て

はまる」が６人と、全員が肯定的な意見を示し

た（図 21）。そのメリットを問うと、Plan によ

りイメージと見通しを持って行動できることや 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

【発表】 

本時の計画を発表する 

 

・計画を発表で報告する 

 

・質疑を交え確認 

 

 

 

 

展

開 

① 
30

分 

 

 

【実践１】 

本体へサーボモーターを

配置する 

【実践２】 

本体へマイコンボードや

回路、その他の配置を行う 

【実践３】 

マイコンボード、回路、モ

ーター等を接続する 

 

 

 

・サーボモーターを確認

し合いながら取り付け 

 

・制御コンピュータ、各回

路、バッテリーの配置を

確認し取り付け 

・各班で入出力ピンにつ

いて確認し、接続 

 

 

 

・各機能を考えた配置を

意識させる 

 

・生徒自身で考えさせる

ため最小限の助言に

努める 

・プログラミングを視野

に入れ実践を促す 

 

 

 

 

ワークシート 

ロボット本体 

加工材料 

サーボモーター

マイコンボード

リレー回路 

出力変換回路 

 

 

 

【関】

イ 

【技】

イ 

 

 

 

展

開

② 

 

50

分 

【実践４】 

マイコンボードを起動さ

せ、コントローラーと接続 

【実践５】 

出力処理をプログラムし、

試運転 

・起動やコマンド、コント

ローラーの接続確認 

 

・プログラミング 

・コンパイル及び実行 

・動作確認の流れ、終了

方法を確認させる 

 

・学んだ知識や教材の活

用を促す 

バッテリー 

コントローラー

モニター 

キーボード 

マウス 

ワークシート 

 

 

【関】

イ 

【技】

イ 

【思】

ア 

 

ま

と

め 

40

分 

 

 

 

【検証・分析】 

目標に対する達成状況や成果

を検証し、まとめる 
 

 

 

 

【改善】 

成果や改善点をふまえて

次の課題を検討する 

【発表】 

本時の成果・次の課題やそ

の努力点などを挙げ発表

する 

 

 

 

・互いに検証・分析し、ワ

ークシートに記入 

 

 

 

・互いに検証・分析し、 

ワークシートに記入 
 

・班毎に本時の成果を発

表する 

・次回の課題を確認する 

 

 

 

・動作は適当かどうか確

認する。 

 

 

 

・本時に達成できた事

と、不十分だったこと

を評価させる 

・発表活動を通して表現

力の育成を図る 

 

 

 

ワークシート 

 

 

【思】

イ 

 

 

 

 

【思】

イ 

 

【関】

イ 

 

Plan ・今回やることを可視化することによってより明確にイメージすることができること 
・「次何する？」といった時間の無駄を少なくできる。計画を立てることで動きをスムーズにする 
・自分の考えているスピードで計画は進んでいるのか何をしたらよいか分かること 

Check ・自分では気づかなかったミスを指摘してもらえる 
・Check することにより、進み具合や不具合があった場所をしっかり理解することができる 
・できたことと改善点を見つけることができた。 ・皆の意見を共有できる。 

Action  ・自分の意見を言ったり、相手の意見を聞くことでイメージできる 
・グループ全体で話し合うことにより優先的に進めなければならないことが把握できる 
・次回の目標を明確にすることで、次の作業がやりやすい 

Do：計画に沿って互いに指導し合うことで実行し、記録（写真や図示）する 

Check：成果は妥当であったか。活用できるか検証・評価 

記録：適宜、実践内容をワークシートに記入し、振り返りにも活用できるように写真で記録 

記録：適宜、実践内容をワークシートに記入し、振り返りにも活用できるように写真で記録 

表４ ＰＤＣＡサイクルのメリット（原文のまま一部抜粋） 

Action：成果の検証と評価を踏まえて、改善案の検討、次の課題の確認 

図 21 アンケート結果４ 

n=11 

(人) 
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多様な視点で Check し、課題の共有や次の作業への繋がりを示す内容であった（表４）。このような

記述内容から、ＰＤＣＡサイクルが主体的に行動するための指標となっている様子が窺えた。 

 (2) ワークシートより 

ワークシートの記述の変化を Action（改善）から一部抜粋して比較する。７月のワークシートで

は、具体的な作業を示していなかったり、反省や意気込みが書かれることが多かったが、10 月のワ

ークシートでは、取り組み課題が具体的であったり、専門用語を用いて記されることが多くなって

いる。このことからもＰＤＣＡサイクルを実践させることで、課題に気づき、改善策を検討するな

ど、自ら考えようとする姿勢、主体的な学習態度を促すことができたと考える（図 22）。 

(3) 行動観察より 

① 検証授業では、学んできたことを担当外の生徒に教えるという形で、知識と技術の活用を図り、

動作確認をするという目標を掲げて実践させた。そこでは、これまでの活動で、担当した箇所を

互いに教え合いながら、取り付け、配線、プログラミングするなど、学んだことを伝えようとす

る主体的な姿勢が見られた（図 23）。その際に不具合の原因を、配線ミスか、回路の問題か、プ

ログラムのミスか、など、これまで自分に自信が持てず、指示を待つばかりであった生徒も基礎

学習教材やワークシート、写真による記録を見返しながら積極的に、実行、評価、改善を図るな

ど、主体的な学習態度の向上が見られた（図 24）。このように、課題に直面した際に「積極探求」

や「深い思考」といった学習行動を通して解決できたことから、知識や技術が深まり、成功体験

として蓄積されたと思われる。 

    
 

② 工科祭では、製作したレスキューロボットを来

客者に体験してもらうために、操作体験を計画し

た（図 25）。しかし、工科祭間近の活動において、

チェーンが外れてしまう課題が生じ、授業中では

改善できなかったため、生徒たちは放課後に改善

作業に取り組んでいた。その際にはグループで案

を出し合いながら、使えそうな材料で実行、評価

することを繰り返し、改善することができた。ま

た、工科祭当日においても生徒たちは点検や整備

の必要性を感じ、操作体験の前後に点検と整備を

行い、動作不良が生じた際にも、評価、改善を行

うなど、主体的にＰＤＣＡサイクルが実践された

活動が見られた。 

図 23 検証授業において教え合う様子         図 24 動作不良の改善を試みる様子 

【10 月 11 日のワークシートより】 
生徒Ａ:サーボモーターのつかむ部分が弱いのでそ

こをどうするか考える 

生徒Ｂ:可動域の確保のためにアームの位置の微調

整をやりたい 

生徒Ｃ:配線の接続不良がないかの確認、ラズパイ、

バッテリーを本体に固定までやりたい 

生徒Ｄ:次回はアームに滑り止めのゴムか何かを取

り付けたい 

図 25 工科祭で子供たちに体験させる様子

【７月５日のワークシートより】 
生徒Ａ：協力し合って出来たので、これからもがん

ばって計画通り進める 

生徒Ｂ:今回はあまり手伝えなかったので、次から

はもう少し周りを手伝えるようにする 

生徒Ｃ:時間内に完成できなかったので、次回はで

きるようにしたい 

生徒Ｄ:今回はバリ取りと寸法決めしかできなかっ

たので、次はいろいろと進めていきたい 
図 22 ワークシート（Action ）の比較（原文のまま一部抜粋） 
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２ ポートフォリオによる振り返りで成果や成長を認知させられたか 

(1) ポートフォリオの記述内容より 

ポートフォリオのまとめと

して、「成長報告書」で、「成長

ベスト３」や「この授業で獲得

した力」を記述させたところ、

「前向きな姿勢」や「積極性」

「行動力」など、主体的な学習

態度が向上したと捉えられる

記述が見られた（図 26）。その

他にも、「対応力」や「技術の

向上」「集中力」など、自らの

成長を多方面から記述してい

た。このように自分の成長や

良いところに目を向けられる

ようになったことはポートフ

ォリオによる振り返りの効果

であり（図 27）、成長を認知さ

せ、「有能感」の向上につなが

る活動ができたと思われる。 

 

 

(2) アンケートより 

   事後アンケートにおいて、ポートフォリオ

による振り返りから、「自分の成長を感じるこ

とができたか」の問いに、肯定的な回答をし

た生徒は 10 人であり、「自分の良さに気づく

ことができたか」の問いに、肯定的な回答を

した生徒は９人であった（図 28）。また、ポー

トフォリオの感想を記述させたところ、「自分

たちが取り組んできたことが一目でわかるよ

うになった」や「成長している事を文字にす

る事で自信になった」「自分の成長した事や学

んだ技術を感じる事ができた」など、成果や成長の確認や、その認知に有効であったことが窺える。

しかし、「自分の良さに気づくことができたか」の問いにおいて否定的な回答をした生徒は、失敗体

験の方を重く受け止めてしまう様子が見られたため、その支援方法について課題が残った。 

３ 有能感を向上させ、主体的に学習する態度を育むことができたか 

(1) アンケートより 

① 事後アンケートによる「目的を達成できたか（知識と技術を活用）」の問いには、「当てはまる」

が７人、「やや当てはまる」を含めた肯定的な回答は 10 人、「実践することで知識や技術が深まっ

た」の問いに「当てはまる」が６人、「やや当てはまる」を含めた肯定的な回答は９人と（図 29）、

ほとんどの生徒が達成感や知識と技術の深まりを実感していた。また、「これまで学んできた、知

識・技術など深まったことはあったか？それは何ですか？」の問いには、機械、工具の取り扱い

n=11 

（人）

図 27 ポートフォリオの例 

図 28 アンケート結果５  

図 26 成長報告書による振り返りの一例 

報告書  説明書   軌跡   PDCA   その他 
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や、材料加工、はんだ付け、プログラミン

グ言語の基礎、製図の知識など、技術の習

得や向上、理解が深まったことを記述して

いた。さらに「今まで学んだ事を課題研究

で活用することができた」や「今までは、

教えられてきたやり方でしかできなかっ

たけど、応用力がついたおかげで自分のペ

ースでいろんな作業ができるようになっ

たと思う」「友達に技術・知識を教えたと

きに実感した」など、学んだ事を自分なり

に活用できたことを実感する記述もあった。このような「達成感」や「できた」の認知から「有

能感」の向上につながる活動ができたと考える。また生徒が取り組みたいと思う要因が「達成感」

や「できた」の経験であったことからも前向きな態度を促すことができたと考える。 

② 「『課題研究』において取り組みたい作

業」について事前アンケートと事後アン

ケートで比較すると、それぞれの作業項

目において肯定的な回答が増え、事前ア

ンケートで最も敬遠されていたプログラ

ミングにおいても、「やや当てはまる」が

１人から５人に増えた（図 30）。各作業の

肯定的な理由は、「ちゃんと動いた時が楽

しかったから」や「達成感があった」「楽

しかった」といった経験および成功体験

による興味・関心の向上、また「いろいろ

発見できた」「改良したい」「苦手だから、

できるようになりたくて」など、意欲の向

上による理由が記述された。 

これらの結果より、生徒たちが達成感

や成功体験を感じ取っていること、各作

業において意欲が向上していることが確

認され、この前向きな変容からも「やれば

できる」「自分にもできる」といった、「有

能感」が育まれているものと推察でき、着

実に主体的な学習につながっているものと考える。 

 (2) 自ら学ぶ意欲の測定尺度より 

ロボット製作およびポートフォリオによる振り返り後に事後アンケートとして、「自ら学ぶ意欲

の測定尺度」による調査を行い、事前に行った調査と比較した。本研究では、櫻井の「自ら学ぶ意

(人)

ｎ=11

 図 31 自ら学ぶ意欲の測定尺度の変容        図 32 自ら学ぶ意欲の構成要素ごとの変容

図 29 アンケート結果６ 

n=11

図 30 アンケート結果７ 

(人)
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欲のプロセスモデル」を参考に、「レスキューロボット」および「知識と技術を活用したい・深化さ

せたい」という、生徒の興味・関心を「欲求・動機レベル」とし、ＰＤＣＡサイクルで主体的な「学

習行動レベル」を促し、ポートフォリオで振り返りを行い「認知・感情レベル」の向上を図った。 

事前アンケートと比較すると、「認知・感情レベル」が＋0.4 ポイントと最も上昇し、次いで「学

習行動レベル」および「安心して学べる環境」が＋0.3 ポイントであった（図 31）。また「欲求・動

機レベル」は＋0.1 ポイントと値の上昇が低く、事後アンケートが製作活動を終えて期間が空いて

いたことに起因すると考えられる。同様に「学習行動レベル」への影響も懸念されたが、構成要素

ごとに見ると「深い思考」＋0.2 ポイント、「独立達成」＋0.3 ポイント、「積極探求」＋0.3 ポイン

トと全て向上しており、ＰＤＣＡサイクルの実践により「学習行動レベル」が向上し、主体的に取

り組む態度が向上していると窺えた（図 32）。最も上昇した構成要素は「認知・感情レベル」の「有

能感」で＋0.7 ポイント上昇した。これは、ポートフォリオによる振り返りで自らの成果や成長、

自分の良さに気付けたこと、認知できたことによる効果だと思われる。 

これらのことから、ＰＤＣＡサイクルによる主体的な学習行動が「達成感」や「できた」を実感

させ、ポートフォリオによる振り返りで成果や成長を認知し、「有能感」を向上させることができた

と考えられる。結果として、検証前に比べて全ての測定レベルにおいて値が上昇していることから、

生徒の自ら学ぶ意欲が向上し、主体的に学習する態度が育成されたと考える。 

 

Ⅴ 成果と課題 
 １ 成果 

(1) ＰＤＣＡサイクルを実践する観点を明確にすることで、見通しを持った行動や、思考・判断を促

し、主体的な学習を行うことができた。 

(2) ポートフォリオによる振り返りを行うことで、生徒自身に成果や成長を認知させることができ、

「有能感」を向上させることができた。 

(3) 既習の知識と技術の活用や深まりが生徒の「有能感」を育み、主体的な学習態度を育成すること

ができた。 

 ２ 課題 

  (1) グループによる製作課題であったため、各役割ごとに知識・技術の習熟に偏りがあったので、一

人でも取り組める製作課題の工夫が必要である。 

  (2) 普段から論理的に思考すること、表現することを習慣化させることが必要であり、実習やレポー

トにおいても観点を明確に指導する必要がある。 

  (3) 成功体験よりも失敗体験の方を感じ取りやすい生徒もいるため、支援のタイミングや程度につい

ても継続して検討していきたい。 
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