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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 

〈ビジネスシステム〉 

科目「商品開発」における思考力の育成 
―協働的に学ぶ教科指導の工夫および教材作成を通して― 

 

沖縄県立南部商業高等学校教諭 伊 佐 真 仁    
 

Ⅰ テーマ設定の理由 

高等学校学習指導要領では「21世紀は，新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあ

らゆる領域での活動の基盤として飛躍的に重要度を増す，いわゆる『知識基盤社会』の時代」であるとし

ており、「確かな学力，豊かな心，健やかな体の調和を重視する『生きる力』をはぐくむことがますます

重要」と示されている。また、高等学校学習指導要領解説商業編では、「知識と技術を活用する上で必要

となる思考力，判断力，表現力等を育成すること」が挙げられており、同編総説においても「経済のサー

ビス化・グローバル化、ＩＣＴの急速な発展、知識基盤社会の到来に対応し、（中略）起業家精神を身に

付けた創造性豊かな人材を育成」することが求められている。 

南部商業高等学校流通ビジネス科では「基本的なビジネスマナーを修得させる」「実践的な科目を通して

ビジネスの知識と技術を身につけさせる」「自ら企業等と交渉し、商品を仕入れ、販売できる実践力を育て

る」を目標に、マーケティング分野において、１年生で「ビジネス基礎」、２年生で「マーケティング」「商

品開発」「広告と販売促進」を学び、３年生では「総合実践」で校内外における販売実習に取り組み、流通

と販売の流れを実体験することで起業家精神の育成を図っている。 

科目「商品開発」の目標に「商品開発に関する知識と技術を習得させ，顧客満足を実現することの重要

性について理解させるとともに，商品を企画・開発し，流通活動を行う能力と態度を育てる。」とあり、内

容とその取扱いにおいて、「具体的な課題を設定し，商品の企画・開発・流通を計画する実践的，体験的な

学習を取り入れるようにする。」と示されている。 

これまでの私自身の授業を振り返ると、いかに教科書に出てくる内容に興味を持たせ、理論を理解させ

るかということに力を注いできたように感じる。新商品や地域の商品、生徒のアルバイト先の商品などを

取り上げ、生徒が積極的に発言できるよう取り組んできた。しかし、学んだ知識を活用した「実践的・体

験的な学習」の取り組みについて考えると、十分だったとは言えない。前述のとおり、ＩＣＴの急速な発

展、知識基盤社会の到来を考えたとき、課題を解決するために、学んだ知識を活用し自ら考える力、つま

り「思考力」を育成することが重要であるにもかかわらず、授業での取り組みが不十分であった。 

また、「商品開発」という点で商業高校以外の専門高校に目を向けると、それぞれが専門分野を活かした

商品開発に取り組んでおり、販売を行っている学校も多い。その中で商業高校の特色は経済活動の基礎や

ビジネスの科目を学んでいるところにある。学んだ知識を活用し、課題を解決するための「考える」授業

の工夫を行うことで、知識を形にすることができ、実践力の育成にもつながるのではないかと考える。 

多様な生徒が入学し、その個性もあり積極的に取り組み、発言する生徒もいれば、そうではない生徒も

いる。授業の様子からは、調べ学習等においてあまり教師に質問しない生徒も、生徒同士では教えあう場

面は多いと感じる。このことから、授業展開において効果的な協働学習を取り入れることで、活発な意見

交換ができ、言語活動の充実が図られるのではないかと考えた。 

本研究では、商品開発の企画に焦点をあて、教材の作成と活用を行う。ＩＣＴ教材の効果的な活用によ

り興味・関心を高め、「考える」活動を充実させる。また、具体的課題を設定した協働学習による実践的・

体験的授業を展開し、言語活動の充実を図ることで思考力の育成につながるのではと考え、本テーマを設

定した。 

〈研究仮説〉 

科目「商品開発」において、企画に焦点を当てた教材を作成、活用し協働的な学習による授業の研究、

実践をすることで、言語活動の充実が図られ思考力が育成されるであろう。 

 

Ⅱ 研究内容 
 １ 思考力とは 

本研究においては「思考力の育成」を目指す上で、思考力について以下の様に考える。高等学校学

習指導要領解説総則編において、「思考力・判断力・表現力等をはぐくむために，観察・実験，レポー
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トの作成，論述など知識・技能の活用を図る学習活動を発達の段階に応じて充実させるとともに，こ

れらの学習活動の基盤となる言語に関する能力の育成のために，（中略）各教科等において，記録，要

約，説明，論述といった学習活動に取り組む必要があると指摘した。」と示されている。 

本研究では、上記で示された「記録、要約、説明、論述」の言語活動に、「討論」を加え思考スキル

と定義した（表１）。協働学習等により言語活動の充実を図り、思考スキルを習得することで、思考力

の育成につながるのではないかと考えた。また、５つの思考スキルを客観的に評価できるよう具体的

な評価の達成基準（ルーブリック）を作成し、思考スキルとその評価基準を生徒と共有することとし

た。 

 

  

 

  

 

 

 

２ 研究構想 

 関西大学初等部（2012）の「思考力育成法」によると「思考力育成のデザインとして教科の単元を

分析し、単元の流れを想定する。特に考えさせたい場面を『思考ポイント』として設定、そこで焦点

化したい思考を『思考スキル』で確認し、どのような手立てを活用するのかを考え授業を展開する。

評価の手段としてルーブリック（評価基準）を活用することで思考の学習に有効といえる。」とされて

いる。本研究では「思考力育成法」にある「授業デザインのあり方」を参考に流れ図を作成し（図１）

授業を実施した。この展開により本時の目標、学習内容や、最も考えてほしいことを思考ポイントと

して伝え、思考スキルを焦点化する。その上で学習に必要な手立てを実践し、評価を行う。 

（1)「思考」ポイントの設定   

授業では身近な題材を中心に発言を促すよう取り組んでいる。生徒の体験や感覚から来る考え方

やアイデアを大切にしたいと考える。思考ポイントの設定では、授業の中で特に生徒に考えさせた

い場面、目標を、学習指導案の本時の目標や評価規準を基に設定する。 

 （2）「思考スキル」の焦点化 

     思考力を育成するために重要な「記録、要約、説

明、論述、討論」の言語活動を「思考スキル」と定

義した。授業内において生徒がどの思考活動を行う

かを焦点化することで、何をしているのか、評価は

どうなのか、等を客観的に分析できると考えた。 

  （3）手立て 

        「手立て」とは授業を行う上で必要なすべて     

の手段を指している。「思考スキル」を学習するた

めに、どのような手立てが有効であるかを考え設定

する。今回は生徒の興味・関心を引き出すＩＣＴ教

材の有効的な活用、質問や発表が苦手な生徒が、多

くの意見を出せるような発想法、商品提案シートの

活用、商品に対する思考が深まるよう、ポスターセ

ッション形式での発表を行った。 

  （4）評価  

    授業ごとに思考スキルの評価基準（ルーブリック）を作成し、活用することで思考力の育成につ

いて評価、検証した。ルーブリックとは生徒の学習到達度状況を評価するための、評価基準を示し

たものであり、黒上晴男（2012）によれば、「評価を行うための『ものさし』と考えると分かりやす

いだろう。誰が評価しても誤差がほとんどなく、評価が一致し、納得する。それが『ものさし』で

あり、『ルーブリック』だ」とし、「知識・理解・技能といった『結果』はテスト等で比較的容易に

測ることができるが、思考・判断などの力は把握しづらく、簡単には測れない。それゆえ、ルーブ

リックは思考の学習に有効な評価の手段といえる」、としている。 

記録 学習内容の事実を正確に理解し伝達する（ワークシート等に記入する） 

要約 学習内容や自分の考え、他の意見をまとめることができる 

説明 学習内容について、多面的に解釈し説明することができる 

論述 学習内容について、比較、分類し課題を整理し表現できる 

討論 互いの考えを伝え合い、自分の考えやグループの考えを発展改善させる 

表 1 思考スキルの定義 

授業の
分析

「思考」ポ
イントの設

定

「思考ス
キル」の
焦点化

手立て

授業の

実施

評価

図 1 授業の流れ 
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生徒自身がどのような評価基準であるかを理解することで、達成できた点や改善点を見出し、考

えることで、思考力が育成されるのではないかと考えた。 

３ 実態調査  

(1) 目的 

科目「商品開発」を選択した生徒の習得状況の把握、協働学習や地元商品等に関する知識の実態

調査により学習意欲の現状を把握し今後の参考資料とする。 

(2) 対象および実施日 
① 対象：南部商業高等学校流通ビジネス科２年１組、科目「商品開発」選択者 17名 

② 実施日：平成 29年６月７日（水） 

(3) 結果および考察 

「商品開発」は科目「広告と販売促進」との

選択科目である。その為、商品開発を選択し

た理由を記述形式で質問した。「なぜ商品開発

を選択したか」、との問いには 72％の生徒が

「商品を開発したい」「楽しそう」「色々学べ

そう」と回答しており（図２）、その他 28％に

も否定的な回答は無かった。商品開発に関し

て意欲を持ち選択した事がうかがえる。 

次に、商品開発の授業に関して、アンケー

トを実施した６月までの学習内容について質

問した（図３）。「専門性が高く難しい」との回

答が 30％あるものの、「学んでいて楽しい」

「将来役に立つ・働く上で必要な知識」との

肯定的意見が 70％との結果であった。授業を

難しいと感じている生徒がいるが、多くの生

徒は必要性を感じ、前向きに授業に取り組ん

でいることがうかがえる。 

    授業形態に関する質問では、映像やタブレット等を使用した授業や体験的学習、協働的学習、講

義形式の学習について質問した（図４）。結果からＩＣＴ教材を活用した授業への興味・関心が最も

高く、体験的な学習、グループ学習と合わせると 81％の生徒が、集中力が高まり考えが深まる、と

回答している。このことから、協働的学習や、効果的なＩＣＴ教材の活用で生徒の意識の高揚を図

れるのではと考える。また、協働学習についての質問では「授業では友だちと教え合うことが多い」

「グループ学習は楽しいか」との問いに、肯定的な回答が 80％であった。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、櫻井茂雄（2009）の自ら学ぶ意欲の測定を参考に、深い思考についてのアンケートを４件

法にて実施した(表２)。学習行動の測定結果を分析した結果（図５）、情報収集3.3、次いで独立達

成2.9、深い思考2.2、自発学習1.9、挑戦行動1.8となった。学習行動に関して、情報収集や独立達

成に対しての意欲は高いものの、それが自発学習につながっていない。深い思考の項目に関しても

2.2と低い結果となった。この結果から、具体的な課題を設定し挑戦行動を伴った協働学習等の授業

展開により自発学習、深い思考等の向上につながるのではないかと考えた。 

なぜ商品開発を選択したか

肯定的意見 その他

28％72％

n＝17

図２ 商品開発選択理由 

27％ 

練習問題中心の授業

黒板を使った講義形式の授業

教科書に沿った材料や教材を使った授業

個人での調べ学習

２人以上のグループ学習

体験的な内容を取り入れた授業

パソコンや、映像、タブレット等を活用した授業

どのような学習形態で集中力が高まり考えが深まりますか（複数回答） ｎ=17

図４ 授業形態に関する質問 

36％ 

19％ 
7％ 
7％ 

3％ 
3％ 

26％ 

学んでいて楽しい

専門性が高く難しい

将来役立つ

働く上で必要な知識

商品開発の学習に対して

図３ 学習内容に対する質問 

43％ 

30％ 

n＝17 

27％ 
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４ 学習教材の作成 

(1) ＩＣＴ教材の作成 

    ① 提示用教材の作成 

      従来の授業では、主に黒板、ホワイトボードを使用していた。授業展開は本時の目標や学習内

容の説明、教科書を使用しワークシートを解答させていた。しかし、１時間単位の授業の為、学

習目標の到達に時間の有効利用が必要であった。ＩＣＴ教材の利点として、授業内容に即した具

体例や、アニメーション効果を加え提示することができ、興味・関心、集中力の向上が図られる

点がある。また、板書にかかる時間の短縮や、繰り返しスライドを表示できるため振り返りに柔

軟に対応できる点が挙げられる。 

授業形態に関する質問からも36％の生徒がＩＣＴ教材の活用について肯定的な回答をしてお

り、集中力や理解の向上において有効であると考える。授業ではプレゼンテーションソフトで学

習内容について提示し（図６、７）、生徒用画面・スライドに転送し取り組んだ。生徒の発問や

意見が出た際にも、確認作業が容易であり、板書が苦手な生徒にも対応できる。講義形式の板書

や説明も重要であると考えており、授業場面ごとの効果的・有効的な活用への考察が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② Microsoft Forms 

  Microsoft Forms（以下「Forms」と表記）はMicrosoft社が提供しているクラウド型サービス

である。集計結果を瞬時に表示できる機能を使用し、アンケートや確認テストとして使用した。 

(2) ワークシート・商品提案シートの作成 

    「商品の企画」において、基礎的・基本的知識の習得に必要な問題を中心とする内容と、自分の

考えを記入する問題等、各思考スキルの習得を図る内容でワークシートを作成した（図８）。      

アンケートでは「自分から進んで勉強する」との問いに肯定的な回答を示した生徒は18％と少数で

あったが、「授業では友だちに教えたり、教わったりすることも多い」との問いには70％の生徒が

肯定的な回答をしている。この結果から協働学習を取り入れ、分からない問題については生徒間で

積極的に教え合う様促すことで効果が得られるであろうと考えた。また、本時で学んだ内容が具体

的課題のどの内容と関連しているかを確認できるようにすることで、知識の活用を意識付けるよう

にした（図９）。 

学
習
行
動 

情報収集 
わからないことがあると、色々な方法で調べている。 

興味のあることは、調べずにはいられない。 

自発学習 
自分からすすんで勉強している。 

テストがあれば、自分で計画を立てて勉強する。 

挑戦行動 
難しい問題にであうと、よりやる気が出る。 

今までよりもむずかしい問題に取り組むことが多い。 

深い思考 

授業ではもっとうまい解き方や別の考え方はないかと考える。 

問題のとき方はいくつか考えることにしている。 

授業で学習したことでも、本当にそれで正解か考えてみる。 

独立達成 

ひとりで解決できることはできるだけひとりで解決している。 

授業中わからないことがあっても、自分でじっくり考えてから 

でないと先生には質問しない。 

図６ 提示用教材例① 図７ 提示用教材例② 

表２ 学習行動に関する調査項目   

2.2

3.3

1.91.8

2.9

深い思考

情報収集

自発学習挑戦行動

独立達成

 図５ 学習行動に関する測定結果 
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   (3) その他資料 

多くの県内専門高校で商品開発に取り組んでおり、生産から販売まで取り組むような内容もある。

この様な活動について、生徒の認知度を把握し今後の授業展開に活かそうと考え、専門高校生の商

品開発状況について調査した。「県内専門高校生が商品開発をしている事を知っている」との問い

に、「良く知っている」「知っている」との肯定的な回答をした生徒は 41％と低い結果となった。ま

た、授業では県産の食材を課題として、食べ物（弁当・菓子類等）の企画に取り組むため、地元の

特産品に対する認知度も合わせて調査した。「地元の特産品について知っていますか」との問いで

肯定的な回答をした生徒は 47％となり、県内専門高校生の商品開発に関しての認知度とともに低

い結果となった。授業では新しい商品や興味のある商品について意見を出す生徒も多い。地元の特

産品や専門高校生の活躍を知ることで自分たちにもできると考え、商品の企画に対して意識の高揚

が図れるのではと考えた。そこで、専門高校生が実際に行った商品開発の内容をプレゼンテーショ

ンソフトで作成した（図 10）。また、「企画とは」「調べ学習とは」から、テーマ設定、情報収集、

協働学習についてどのような手順で行っていくか、どのような効果が期待できるか等の内容を盛り

込んだ資料を作成し、授業の導入段階で使用した（図 11）。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 指導の実際 
１ 単元名  

第２章 商品の企画 １．環境分析 ２．商品開発の意思決定と開発テーマの決定 ３．市場調査 

４．商品コンセプトの立案と商品企画書の作成 

２ 単元の指導目標 

  (1) 商品開発の出発点である商品の企画について実践的、体験的に学ばせる。 

図 10 その他資料① 図 11 その他資料② 

皆で教えあおう！学び合おう！質問しよう！学習しよう！ 

 

 まず、下の図を見てください。これは「ラーニングピラミッド」と呼ばれる外国で行わ

れた研究結果です。これによると、一方向だけの講義形式で教えられた時と→見た（読

む）時→聞いてみたとき→デモンストレーションを通して→話し合ったとき→体験（練

習）した時、教えた時の順で皆さんの理解度（心にの残った）に差が生じる結果がでまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

皆さんも経験があるのではないでしょうか？ 最初は難しかった数学の問題ですが、友達

に教えていると、何だか簡単に思えてきたりしたことはありませんか？  

例ると、スマホの機能について。皆さんのスマホや SNS に関する理解度は先生よりもは

るかに上です。多くの機能について、話し合い、体験し、友達に教えることで理解度は確

実に成長していることでしょう。 

商品開発の授業に関してもこの皆さんが実際に行っている、ペア同士の説明もこの学習

方法になります。 

ここでは「学び合い」による授業について紹介していきます。『学び合い』は、生徒同

士で教えあい、学び合い、自発的に学習していく授業です。始めに先生がその時間の内容

の説明をし、その後課題を出します。そして、歩き回ったり、話し合ったり、自分から行

動して、他の人に解き方（考え方）を教えて貰ったり、わからない人に教えてあげたりし

て、全員が課題を達成できるようにします。 

ちなみに、以前実施したアンケート結果を見ると、「教えたり教わったりすることも多

い」「グループ学習は楽しい」の問いに７割以上の生徒が、「そう思う」と回答していま

す。 

◎テーマをしぼろう 

あなたにあったテーマかな？ テーマをしぼるポイント 

 

 ☆やりがいを感じることができそうか 

 ☆自分らしいテーマか 

 ☆現在の生活に関連しているか 

 ☆実際に調べられそうか 

 ☆楽しく調べられそうか 

 ☆多くの体験ができそうか 

 ☆多くの出会いがありそうか 

 ☆今まで学んできたことを生かせそうか 

 

・・等です。もちろん、全部当てはまらなければならない訳ではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

迷ったら周りの人に相

談してみよう！ 

Q1.私はだ～れ？ Q2.私はだ～れ？ 

目 次 

   はじめに 

   「企画」って何だろう？ 

   「調べ学習」って何だろう？ 

   テーマを決めよう 

    ☆興味があるのはどんなこと？ 

    ☆発想を広げてみよう！ 

    ☆テーマをしぼろう！ 

   情報を集めよう 

    ☆情報とは何だろう？ 
    ☆情報を集めるときに注意しよう！ 

    皆で教えあおう！学び合おう！質問しよう！学習しよう！ 

   発表しよう！（グループ学習） 

    ☆社内会議を開催しよう！  
    ☆プレゼンテーションをしよう！  

   振り返り、次につなげよう 

    ☆ワークシート、資料を振り返ろう 

    県内高校生の「商品企画」の一部紹介 

～はじめに～ 

ようこそ「商品開発」の授業へ。皆さんを歓迎いたします。 

現在の世界を見てみると、人工知能（ＡＩ）の進化が想像以上に早く進んでいます。世

界の研究者や著名人達からも色々な予想が出てきています。その一部を紹介すると、「近

い将来、１０人中【 ９ 】人は違う仕事をしているだろう」（グーグル CEOのラリー・

ペイジ）。「２０年以内に今の仕事の【 ４７ 】％は機械が行うだろう」（オックスフ

ォード大学）。「今の子供の就職先の【 ６５ 】％は今は存在していない職業に就くだ

ろう」（ＮＹ私立大学）。といった感じで、イメージしてみると少し怖くなりますね。 

このような時代の到来に際して、求められる能力とは、社会の変化に受け身で対処する

のではなく、自ら課題を発見し、他者と協働してその解決を図り、新しい知・価値を創造

する力、と言われています。こむずかしく書いていますが、要はよく考え、よく話し合

い、色々な解決方法を見つける力ということです。 

上の６５％との結果を見て、「チャンス！」と思える力もまた必要でしょう。何てった

って、新しいビジネスチャンスが今より６５％増える（かも）とも言えるからです。ロボ

ット化される仕事とそうでない仕事もまたはっきり分かれてくるでしょう。今のロボット

に出来る単純作業から、多くのデータから導かれたロボットの力に驚く日が来るかもしれ

ません。まるでＳＦの世界ですが、本当にその様な時代が来るようです。 

しかし、自由な「アイデア」の分野ではまだまだ生身の人間が負けている訳ではありま

せん。皆さんの鋭い、若い感性こそが、この国の宝です。 

商品開発の出発地点でもある「企画」の単元では、皆さんの「アイデア」「発想力」

「想像力」を引き出せるように授業に取り組みます。時に仲間と相談しながら、新しい発

想を生み出していきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私（ロボット）に

使われるのではな

く、使う側の人間

になろう！ 

「企画」って何だろう？ 

 

 企画とは何でしょう？辞書によると、「ある事を行うために計画をたてること」、とあ

ります。また「新しい価値を生み出すこと」とも。考えてみると、何も商品を開発する事

だけが「企画」ではありません。「学園祭実行委員」「青春祭の種目決め」等も立派な企

画と言えるのではないでしょうか。または夏休みに友人たちと遊びに出掛ける際に、何時

に集合して、何をやって、ご飯を食べて・・・等も立派な企画。皆さんの周りにいません

か、こんな事が得意な友人が。そう考えてみると、「企画」が少し身近に感じられると思

います。 

今回は、商品開発の授業ですからイベント等の企画とは違い、「商品の企画」の内容に

ついて学習していきます。それでは、教科書に沿って確認していきましょう。教科書の p

３４～p６０までが「商品の企画」の学習内容です。 

 まずは、①環境分析。商品を取り巻く「環境」を考えてみる必要があります。「今の世

の中はど～なっているのか？」「どんな商品が売れそうか？」等を考えます。 

 次に、②商品開発の意思決定とテーマの決定。です。「どんな商品を、どんな人が使う

のか」「誰をターゲットにするか」等を考えます。 

 そして、③市場調査です。実際に求められている商品や、今の流行を調べてみて分析し

てみることで、「売れる・求められる」商品の開発に生かしていきます。 

 最後に、とても大切な④商品コンセプト。教科書には「わかりやすい言葉で、開発する

商品の価値や特長を簡潔に表現したもの」、とあります。「ラブレター」と似ています。

自分の良さや特性を必死に、真剣に書く・・・。どうでしょう？ 

 うまいのも甲子園参加や、ローソンの商品開発プロジェクト参加等、実際に体験してみ

る機会があります。せっかくですので、皆さんの持っている可能性を発揮してみましょ

う。「アルバイト先にこんな商品があったらな～」、でも「この商品、こんな改善したら

もっと売れるんじゃね？」でもいいんです。興味・関心を持ち、多くのアイデアを出し合

いながら、新商品を開発してみましょう。失敗したっていいんです！次に生きます！ 

 

 
  

 

 

 
私たちは失敗はしない。 

勉強しているだけだ。 

◎情報を集めるときに注意しよう 

 情報には間違ったものや、嘘が混じっていることもあります。情報を集めるときには、

次のようなことを注意しましょう。 

 ☆誰が発信した情報なのか 

 どんな人が発信している情報なのか確認することは、とても大切です。例えば、ブログ

等のＳＮＳでは誰でも自由に発信できるので、噂話を書いているだけのこともあります。

誰が、どのようにして得た情報なのか注意しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☆事実と意見を区別しよう 

 情報には事実だけではなく、発信する人の意見も含まれています。例えば次のような情

報があったとします。 

「八重瀬のレストランのランチは美味しい。1日限定 30食だが、毎日開店後 1時間で売り切れて

しまう」  

 ここから次の 3つの事がわかります。 

 ①八重瀬のレストランのオムライスは美味しい。 

 ②1日 30食限定 

 ③毎日開店後 1時間で売り切れる。 

 

考えてみましょう。①～③は全てが事実というわけではありません。①の「おいしい」と

いうのは、発信した人の意見です。美味しいかどうか食べてみなければわかりません。②

はおそらく事実でしょう。③については確認してみないと事実かどうかわかりません。 

 情報を集めるときには「これは本当に事実かな？」「意見かな？」と考えるようにしま

しょう。 

ママが言ってい

たので、間違い

ない！！ 

学校でのうわさ

話を書こう・・ 

情報を集めよう 

 

 ◎情報とは何だろう？ 

 現代社会は、情報を伝える方法がたくさんあり、様々な情報があふれています。インタ

ーネットが発達し、だれでも気軽に多くの情報を得たり、与えたりすることが可能です。 

現在高校生の 87％がスマートフォンを使用しているとのデータ（総務省）もあり、皆さん

の一番身近な情報収集の手段ではないでしょうか。 

 注意しておきたいことは、情報は、本やウェブサイトなど様々な方法で伝えられます

が、新しさや正確さ（信用できるか）は、それぞれ異なります。また、情報によって生ま

れる知識や判断も、人によって異なります。それぞれの特徴を理解して情報を集めるよう

にしましょう。主な情報収集の方法と特長を挙げてみると・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ ワークシート例① 図９ ワークシート例② 

 県内専門高校 

http://1.bp.blogspot.com/-7gK-JnCXVio/V_4clYlFmjI/AAAAAAAA-00/OqRG1BEJ0uk5eRu8OMHiZ6Os4qzmDm9HQCLcB/s800/writing02_schoolboy.png
http://1.bp.blogspot.com/-3khx7urzRIw/UgSMGL4tYyI/AAAAAAAAW74/NIeCZIlDGOE/s800/food_onigiri.png
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  (2) 商品を取り巻く様々な環境が商品開発にどのように関わるか理解させる。 

  (3) 企業が商品開発に関する意思決定を行なう過程について理解させる。 

(4) 市場調査の役割、手順について理解させる。 

  (5) 商品コンセプトを考案することの重要性について認識させる。 

(6) 市場調査の役割、手順について理解させる。 

  (7) プレゼンテーションを行う。 

 ３ 単元の設定理由 

  (1) 教材観 

    単元「商品の企画」では、商品を取り巻く環境の分析、商品開発の方針とテーマの決定及び商品

開発の為の市場調査を取り扱い、商品コンセプトを考案し、提案する能力と態度を育てることを狙

いとしている。本単元では教科書での学習に加え、商品開発の具体的な事例を取り上げ、地域産業

の特色などを踏まえて具体的な課題を設定し実践的、体験的な学習を取り入れた指導を目標とする。 

    具体的な課題設定として、①地元産の食材を使用、②その他の食材（付加価値）を組み合わせた

食品の企画内容を商品提案シートにて作成するとした。沖縄の農作物や地域産業への意識の高揚を

図ることで、新たな商品のアイデアが創出できるものと考える。 

  (2) 生徒観 

    協働的学習や体験的学習に対して関心を持ち、興味があることについては質問や意見を積極的に

発言する生徒も多い。１年生で「ビジネス基礎」を学習しており、ビジネスに関する基礎的・基本

的な知識と技術は習得している。 

しかし、地元産業への理解度や関心を調査してみると、地元の特産品や専門高校での商品開発に

ついて具体的商品名まで回答できた生徒は少数となった。職業人として卒業後には地域産業の活性

化に寄与する人材を育成する観点からも、商品の企画の学習と並行して地域産業や、専門高校生の

活躍について意識付けを図る。 

  (3) 指導観 

   基礎・基本の学習に加えて商品提案シートを活用し、環境分析、商品開発の方針とテーマの設定、

市場調査、商品コンセプトの立案を学習する。授業では具体的課題を設定し、商品の企画を提案す

る。地元地域の食材について、調べ学習に加え農産物が実際どのように生産収穫されているのかを

経験するため、希望する生徒を対象に農林高校にて見学、収穫体験を実施し、沖縄県の農業に関す

る現状を学習する。これらの活動を通して商品の企画に関する意識を高め、考える力を養い、思考

スキルの習得と思考力の育成を図る。 

４ 単元の評価規準 

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解 

①商品の企画について関

心を持ち積極的に取り組

んでいる。学び合いや、発

問ができる。 

②各班で協力して、課題解

決に取り組むことができ

る。 

①商品の企画に関する諸

活動への適切な対応を目

指し、思考を深めている。 

②ビジネスの諸活動に携

わる者として適切に判断

し、表現する創造的な能力

を身に付けている。 

①商品の企画に関する諸

活動を合理的に計画し、適

切に活用している。 

②商品コンセプトを適切

に表現する企画書を作成

する技能を身に付けてい

る。 

①商品の企画に関する基

礎的・基本的な知識を身に

付けている。 

②地域の特産品、専門高校

生の商品開発について知

識と理解を深めている。 

５ 単元の指導と評価計画（全８時間） 

単

元 

時

間 
ねらい・学習活動 

評価の観点 
評価規準・評価方法 

関 思 技 知 

あ

商

品

の

企

画 

 

 

1 

■環境分析 
経済動向、技術動向、消費の傾向、消費文化など商品を取り

巻く環境について理解させる。また、環境分析結果を基に、

企業が自社の特徴を踏まえて商品開発に関する意思決定を行

なう過程について理解させる。 

 

※思考スキル（記録・要約・説明） 

・記録→学習した内容をワークシートに記入する。  

・要約→マクロ、ミクロ環境等の要点を自分の言葉でまとめ

る。 

・説明→環境分析について自分の考えを入れ説明する。 

 ①  

 

 

 

 

① 

 

○環境分析を理解し、PEST分析につい

て、具体例を提示することができる。 

 

○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 「商品企画書の発表」 

(2) 本時の指導目標 

① 課題を踏まえた具体的な商品企画書を作成し発表することができる。 

② グループで協力し合い積極的に行動することができる。 

(3) 本時の評価規準 

（4）教材・教具・資料 

ワークシート（商品提案シート、記録用用紙）、どこでもシート（ポスター）、付箋紙、水性マー

 2 

■商品開発の意思決定と開発テーマの決定 

商品のライフサイクル競争上の位置づけを明確にして基本的

な商品開発の方針の決定及び、標的市場などを整理して開発

する商品テーマを決定することについて理解させる。 

※思考スキル（記録・要約・説明） 

・記録→学習した内容をワークシート記入する。 

・要約→4Ｗ1Ｈ、市場細分化の要点を自分の言葉でまとめ 

る。 

・説明→学習内容について自分の考えを入れ説明する。 

   ① ○開発テーマの整理・検討、標的市場を

設定することの意義について理解してい

る。 

○ワークシート 

○行動観察 

 ３ 

■市場調査 
開発商品の競合状況、消費実態や消費者ニーズ、生活行動や

意識など商品開発に必要な市場調査の方法について理解させ

る。 

※思考スキル（記録・要約・説明） 

・記録→学習した内容をワークシート記入する。 

・要約→市場調査の要点を自分の言葉でまとめる。 

・説明→市場調査の５つの手順等について自分の考えを入れ

説明する。 

   ① 〇市場調査の手順について理解している

か。 

○ワークシート 

○行動観察 

 

４ 

■商品コンセプトの立案 
商品コンセプトの重要性について理解させる。 

※思考スキル（要約・説明・論述） 

・要約→商品コンセプトについて自分の言葉で要点をまとめ

る。 

・説明→商品企画書等について理解し説明する。 

・論述→他の意見と比較しグループ内で課題等を整理する。 

  ① ① 

② 

〇商品開発の柱でもあるコンセプトにつ

いて具体的にイメージできる。 

○ワークシート   

○行動観察 

 

５ 

～

7 

■課題に沿って商品の企画書作成 
商品提案シートを分析し、既習内容に関連付けながら、実践 

的・体験的に取り組ませる 

※思考スキル（要約・説明・論述） 

・要約→商品提案シートの内容を、自分の考えに沿ってまと

める。 

・説明→商品提案シートについて、グループ内で互いに理解

し説明する。 

・論述→他の意見を比較、分類し課題を話し合える。 

 ① 

② 

②  ○班ごとに協力して取り組むことが出来

ているか。 

○行動観察   

○ワークシート 

 

８ 

■商品企画書の発表（ポスターセッション） 
※思考の側面（論述・討論） 

・論述→自他の発表について課題を整理し表現する。 

・討論→他の意見から、自分の考えやグループの考えを発展

させ改善する。 

① 

② 

① 

② 

  ○積極的に質問・発表しているか。 

○ワークシート  

○行動観察 

評価項目 

（学習活動） 

学習活動に即した評価規準  

評価方

法 

Ａ 

十分満足できる 

Ｂ 

おおむね満足できる 

Ｃ 

努力を要する 

【関心・意欲・態度】 

商品の企画に関心を持

ち協働学習に意欲的に

取り組む態度を身に付

けている。 

商品の企画に関心を持

ち、商品企画書を作成す

ることができる。自分の

意見を伝え、他者の意見

を聞く態度を身に付けて

いる。 

商品を企画する活動に関

心を持ち、協力して取り

組み、商品企画書を作成

することができる。 

机間指導や声かけにより

協働学習による生徒間の

意見交換を活発にし、商

品企画書が作成できるよ

う必要な助言をする。 

観察 

ﾜｰｸｼｰ

ﾄ 

【思考・判断・表現】 

適切な商品コンセプト

の立案及び企画書の作

成を行い、プレゼンテ

ーションを行うことが

できる。 

商品企画書の課題につい

てまとめ、プレゼンテー

ションを行う事ができ

る。意見交換を通して、

改善点の判断を行い表現

している。 

課題を取り入れた商品企

画書を作成し、プレゼン

テーションを行う事がで

きる。協働的な活動に取

り組むことができる。 

机間指導や声かけを行

い、資料の見直しを通し

て企画書の作成、プレゼ

ンテーションができるよ

う必要な助言をする。 

観察 

ﾜｰｸｼｰ

ﾄ 
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カー、プロジェクター、スクリーン、プレゼンテーションソフト（スライド）、ＩＣＴ教材 

(5) 本時の展開 

評価の観点  （【関】関心･意欲･態度【思】思考・判断・表現） 

学

習

展

開 

生徒の活動 教師の活動 
● 使用教材 

■ 評価の観点 

導 

入 

10 

分 

 

 

１．身なりを正し、語先後礼にて始めの挨拶

をする。 

２．活動内容の確認をする。 

  ・本時の学習内容について確認する。 

  ・商品企画書を基に前時までの活動、進

捗状況を確認する。 

 

 

１．号令・挨拶・出席確認を行う。 

 

２．活動内容の確認をさせる。生徒の活動時

間を確保するために簡潔に説明・確認を

行う。ポスターセッション形式での発表

確認。 

●プレゼンテー

ションソフト 

●ワークシート 

■行動観察 

【関】 

 

展 

開 

30

分 

 

 

３.全体の説明を行う。 

４.ポスターセッション①⇒質疑、応答 

ポスターセッション②⇒質疑、応答 

※各班質問者・発表者を変え行う。 

 

 

３.ポスターセッションの際の諸注意につい

て確認する。 

 

 

 

 

 

 

４.各班しっかりと協力し、取り組み、積極的

に発表、質問を行っているか。 

ワークシートの記入をしている確認。 

  制限時間を意識させるため、タイマー表示

を行う。 

 

 

 

 

●プレゼンテー

ションソフト 

 

●ワークシート 

【思】【関】 

行動観察 

●スクリーン 

 

 

■評価の観点 

【思】【関】 

行動観察 

 

 

 

 

 

ま 

と 

め

10

分 

５.活動全般を振り返り感想を記入。 

 

６.ワークシートの提出。 

７.語先後礼にて終了の挨拶をする。 

５.協力して意見を出し合い、記入できている

か確認する。 

６.自己評価、振り返りの場の設定。 

７.身なりを整えさせ、終了の挨拶をする。 

●ワークシート 

 

Ⅳ 仮説の検証 
     流通ビジネス科２学年、科目「商品開発」選択者 17 名に対し、思考力を育むための授業実践を行っ

た。言語活動の充実が図られるよう、「記録、要約、説明、論述、討論」の思考スキルの育成を目指し取

り組んだ。企画に焦点を当てた教材を作成・活用した協働的な授業の実践により、思考力が育成された

かを表３の内容で検証した。 

表３ 検証内容と検証方法 

 検証内容 検証方法 思考スキル 

１ ＩＣＴ教材の活用 アンケート調査  

２ 発想法の活用 アンケート・ワークシート 要約・説明・論述 

３ 商品提案シートの活用 アンケート・商品提案シート 要約・説明・論述 

４ 発表（ポスターセッション） アンケート・観察 論述・討論 

５ 思考スキルの習得状況 授業に即したルーブリック 記録・要約・説明・論述・討論 

６ 学習活動に関する測定 アンケート・定期考査  

 

〈 本時の目標 〉 １．課題を踏まえた具体的な商品企画書を作成し発表する 

２．グループで協力し合い積極的に行動することができる 

≪条件および注意事項≫
　 沖縄県産食品（沖縄県内で生産・加工されているもの）を１つ以上使用してください。

生鮮品類（野菜・果物・精肉・魚介品等）をそのまま使用することは出来ません。（加熱・調理が必要です）。
提案商品は、ローソン店舗で販売する「おにぎり」「お弁当」「総菜パン」「菓子パン」のいずれかです。
過去に商品化、販売されたことのある商品企画は受付できません。

　商品名

　想定売価
　（税込）

　ターゲット
　（客層）

　食シーン

※どんな時に・どんな場所で・どんな心理で　など

　市場の事実

※今、市場はどうなってるの？トレンドや競合の状況などは？

　購買の仮説

※なぜその商品はお客様が買ってくれるの？　その根拠は？

　商品の特長

　商品
　イメージ

※イラスト・写真等

　商品開発プロジェクト　商品提案シート

・発表者は商品について分かりやすく伝える。 

・説明の順番を確認しておく 

・質問を予想し答える準備をしておく等。 

[支援・留意点] 

・取り組まない、取り組めない生徒への助言。 

・生徒中心で運営させる。 

・参加者は説明に対し同意等の反応をする。 

・積極的に質問し、メモを取る等。 

〈ポスターセッション〉各班のポスター(ワークシート)を教室内に提示し、意見・感

想などを発表する手法。その場で質問・応答や意見交換を行う。 
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１ ＩＣＴ教材の活用 

検証授業は商品開発の企画の単元から開始した。生徒の多くがＩＣＴ教材の活用で、興味・関心が

高まり、考えが深まると回答している。今回「商品の企画」の範囲において、生徒に身近な事例や写

真を用いて作成した。また、県内の専門高校生開発商品や、沖縄県の特産品、地元の食材についての

学習内容も作成した。教材の活用は有効であったか、アンケートから分析する。「使用教材は分かり

やすく興味・関心が持てた」との設問に 83％の生徒が肯定的な回答であった（図 12）。「図でまとめ

ると分かりやすい」「自分の意見や回答が見られて他者との比較ができる」等の記述があった（表４）。

導入や展開部分、まとめで有効活用ができた。また、一部確認テスト、アンケートにおいて Formsを

使用した。生徒の感想からも肯定的な回答が得られており、興味・関心の向上に効果があったと考え

る。 

 

 ２ 発想法の活用 
   発想法とは、問題解決や、新しいアイデア創出の際に活用される手法である。発想法について、西

川英彦・廣田章光（2012）は、「開発テーマから距離を置き、自由で柔軟な発想ができるように心がけ

ることも重要」としている。本研究では

課題を提示しグループ討議を行った。多

くの生徒が意見やアイデアを出せるよ

う、発想法としてブレーンストーミング

を活用した（写真１）。この手法は設定し

たテーマに対して自由にアイデアを出

し合う方法であり、発想を豊かにしたい

場面で活用する。事後の生徒へのアンケ

ート結果から「意見を出し説明すること

ができた」で11人、「他者の意見から新し

い発見ができた」で12人、「考えが深まり

ましたか」では12人が肯定的な回答をし

ている(図13)。 

また、記述式の回答から、「いろんなア

イデア、考えが出てきた」「色々な事がか

ける」「連想ゲームしているみたいで楽

しかった」「付せん紙を使うと皆の意見

が集まりほかの考えは無いかなど考え

ができるから」等の意見があった。 

生徒観察でも多くの生徒が意見を出

しており、普段はあまり発言しない生徒

も、多数のアイデアを出す等、積極的に

活動している姿勢が見られた。 

5

1

1

3

4

7

11

10

8

10

2

2

3

3

3

1

1

1

1

考えが深まりましたか

他者の意見から新しい発見ができた

自分の意見が出せた

意見を出し説明することができた

興味関心が高まった

発想法の活用

とても思う 思う あまり思わない 思わない

図 13 発想法に関するアンケート結果 

n＝17 
(人) 

図 12  ＩＣＴ教材に関するアンケート結果 

提示用教材 

・図でまとめたりすると、理解度が上がる。 

・プレゼンテーションソフトを使った授業では、頭に

入りやすいから効果が高いです。 

・アニメーションが使われていて、分かりやすい。 

Forms 

・すぐに色々な意見に触れることができ楽しい。 

・自分の意見や回答が見られて他者との比較がで

きる。 

・確認テスト等定期的に授業に取り入れてほしい。 

 

表４ ＩＣＴ教材等について(生徒の記述) 

13%

70%

17%
0%

使用教材は分かりやすく興味関心が持てた

とても思う 思う

あまり思わない 思わない

n＝17 

写真１ 発想法活用の様子 
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３ 商品提案シートの活用 

科目「商品開発」の目標を達成す         

るための指導内容の一つに「具体的な

課題を設定し実践的，体験的な学習を

取り入れる」、とある。本研究において

は、具体的課題として「沖縄県産食材

を使った食品の企画」を設定した。提

案がなかなか出ないグループもあっ

たが、多くの生徒が経験しているアル

バイトや身近な例から関連付け、商品

のアイデアを出していた。さらに、発

想法で出てきた多数のアイデアをグ

ループで話し合い、選択し商品提案シ

ートに記入した（表５）（写真２）（図

16）。実際に企画案に採用する商品に

ついては、項目ごとに選定理由につい

てインターネットや他の方法で調べ、

根拠を示すよう促した。商品提案シー

トの活用に対するアンケート結果か

らは、「発想法で出てきた情報を見直

し色々な視点、知識を加えた」との質

問に 14人、「情報がおかしくないか、

信頼度等を既習知識や話し合いで確認できた」で 14人の生徒が肯定的な回答をしており、グループ内

で出てきたアイデアを要約、説明し、話し合って決めている様子がうかがえる（図 14）。実際採用さ

れた内容はどのようにして決めたか、との質問でも「多かった意見から決めた」８人と多いが、「最も

説得力のある意見を採用」も６人と多数である（図 15）。その他の記述回答の中には「商品（弁当）に

絞って決めた」等の意見もあった。生徒たちがグループ内で討論し、課題を解決するためにどのよう

な手段（提案）が有効かを考えている様子が伺え、思考する姿勢が見られた。 

 

 

 
Ａ 

マンゴーと紅芋を使ったパンを考えました。商品名は「シン

プルイズベスト」価格は350円です。ダイエット中の女性、カ

ロリーを気にしている人がターゲットです。マンゴーには美

白効果があり、また紅芋にはアントシアニンがあり、健康に

効果があります。 

Ｂ 

アセロラを使ったタルトを考えました。商品名は「アセロラ

タルト」150円です。ビタミンが豊富で栄養価の高い食材で

す。ターゲットは美容に気をつかっている女性です。美味し

かったらSNSでの拡散力が凄く、リピートしてくれると思い

ます。 

Ｃ 

シークァーサーを使ったクッキーを考えました。理由は誰で

も知っていて、食べやすいのと、栄養面でもビタミンCなどの

美容やダイエット効果があるものが入っていたからです。タ

ルトやケーキにしようかと思ったけど歩きながら気軽に食

べられるクッキーにしました。商品名は「シークァーサーク

ッキー」で100円です。他のクッキーと比較して値段を決めま

した。急いでいるサラリーマンや、学生がターゲットです。

あんまり市場にも出回っていないし、クッキーの売り上げが

上がってきている現状があります。 

Ｄ 

黒糖、アセロラ、タンカン、スターフルーツ、紅芋、タイガ

ーナッツを使ったタルトを考えました。商品名は「フルーツ

紅いもタルト」で350円です。バイトの休憩の時などに手軽に

食べられる大きさ。疲れている人や小さい子でも笑顔で食べ

られる。ケーキは多いので他のスイーツを考えてみた。 

1

1

1

13

13

11

3

3

3 2

情報がおかしくないか、信頼度等を

既習知識や話し合いで確認できた

発想法で出てきた情報を見直し色々

な視点、知識を加えた

商品の企画提案をまとめ説明できた

商品提案シートの活用

とても思う 思う あまり思わない 思わない

図 14 商品提案シートに関するアンケート結果① 

n＝17 (人) 

8

3

6

一番多かった意見から決めた

学習内容に合った意見から決めた

最も説得力のある意見を採用した

実際採用された内容はどのようにして決めたか

図 15 商品提案シートに関するアンケート結果② 

n＝17 

(人) 

図 16 商品提案シート 

表５ 商品提案シートの記述内容 

写真２ 商品提案シート作成の様子 
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４ 発表(ポスターセッション)  

ポスターセッションとは発表方法の

一つであり、発表内容をポスターにまと

め、参加者を前にポスターを使いながら

プレゼンおよび質疑、応答していく発表

方法。自分でまとめた事柄などについて

説明し、相手の立場や考えをお互いに尊

重して話し合うような言語活動の充実

を図る目的がある。今回は発表者を入れ

替える事で、質問者、発表者双方を経験

でき、より商品に対しての思考が深まる

と考えた。 

アンケート結果、図17から「他の意見

を聞き考えを深めることが出来た」で17

人、「他の意見を参考に商品の改善がで

きた」16人の肯定的意見があり、発表・

質問を通じて自分の作品を見直し、改

善を図れた事がうかがええる。また、「現在販売されている商品に関して深く考えるようなった」で15

人の生徒が肯定的回答をしており、今回の授業を通じて既存商品に対する思考も深まったのではない

かと考える。また、記述式の回答においては「みんなでまとめきれた」「思った以上にいいポスターが

できた」「グループの一人一人ががんばっていたので完成度としても満足」等記載されており、協働的

に取り組んだ結果と考察する。生徒観察から、授業開始後は本時の目標を達成できるか、自ら行動し、

活発な展開になるのか、不安な面もあったが、ポスターセッション開始後は笑顔も見せ、積極的に質

問・発表を行う姿勢が多く見られたことは大きな発見となった（写真３）。実践的、体験的に活動する

場を与えることで輝ける生徒も多いと感じた。また、事後アンケートでは反省点にも変化が見られ、

「自分の調べ不足」「もっと考えればよかった」等の記述が見られた。論述・討論し、改善点を見つけ

たことで思考力の育成に働きかけられたと考える。 

５ 評価基準(ルーブリック)を活用した検証 

    「記録、要約、説明、論述、討論」の思考スキルの習得状況について到達レベルの定義（表６）

の作成と、授業に即したルーブリック（表７）を使用し評価を行った。ルーブリックとは生徒の学習

到達度状況を評価するための、評価基準を示したものである。生徒と評価基準について共有すること

で、生徒が評価についてどのような評価基準であるかを理解し、達成できた点や改善点を確認するこ

とで次の授業につなげていけるのではないかと考えた。    

 

    

Ａ 期待する思考活動ができ、自分の考えを記入する事が出来る。 

Ｂ 期待する思考活動がみられる。 

Ｃ 期待する思考活動が見られるが、未到達な部分もある。 

Ｄ 期待する思考活動が見られない（努力を要する）。 

表６ 到達レベルの定義 

 写真３ ポスターセッションの様子 

図 17 発表（ポスターセッション）に関するアンケート 

2

3

4

1

3

1

13

13

13

12

13

13

2

1

0

3

1

3

0

0

0

1

0

0

現在販売されている商品に関

して深く考えるようになった

他の意見を参考に商品の改善

が出来た

他の意見を聞き考えを深める

ことが出来た

質問を行うことが出来た

発表を行うことが出来た

発表方法について理解できた

ポスターセッションについて

とても思う 思う あまり思わない 思わない

n＝17 

(人) 
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 思考 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

第

１

時

間

目 

記
録
・
要
約 

・ワークシートを全て記

入している。 

・設問について記入し、例

を挙げ２つ以上の視点で

説明している。 

・食材について自分の意

見をまとめ提案してい

る。 

・ワークシートをほぼ記

入している。 

・設問について記入して

いる。 

 

・食材について自分の意

見をまとめている。 

・ワークシートを半分程

度記入している。 

・設問について記入して

いるが、十分では無い。 

 

・食材について記入して

いる。 

・ワークシートの記入が

半分以下である。 

・未記入の箇所が複数見

られる。 

第

２

時

間

目 

記
録
・
要
約
・
説
明 

・ワークシートを全て記

入している。 

・設問について、具体例を

挙げ２つ以上の視点で説

明している。 

・小テストの正答率が７

割を超えている。 

・ワークシートをほぼ記

入している。 

・設問についてまとめ記

入している。 

 

・小テストの正答率が６

割を超えている。 

・ワークシートを半分程

度記入している。 

・設問について記入して

いる。 

 

・小テストの正答率が５

割以下である。 

・ワークシートの記入が

半分以下である。 

・未記入の箇所が複数見

られる。 

 

・小テストの正答率が３

割以下である。 

第

３

時

間

目 

記
録
・
要
約
・
説
明 

・ワークシートを全て記

入している。 

・設問について、２つ以上

の視点で説明している。 

・小テストの正答率が７

割を超えている。 

・ワークシートをほぼ記

入している。 

・設問についてまとめ、説

明している。 

・小テストの正答率が６

割を超えている。 

・ワークシートを半分程

度記入している。 

・設問について記入して

いる。 

・小テストの正答率が５

割以下である。 

・ワークシートの記入が

半分以下である。 

・未記入の箇所が複数見

られる。 

・小テストの記入が３割

以下である。 

第

４

時

間

目 

要
約
・
説
明
・
論
述 

・ワークシートを全て記

入している。 

・他の考えと比較し、課題

を整理し表現している。 

・商品コンセプトについ

て、自分の考えを示し、内

容の根拠を示している。 

・ワークシートをほぼ記

入している。 

 

 

・商品コンセプトについ

て、各項目、自分の考えが

記入されている。 

・ワークシートを半分程

度記入している。 

 

 

・商品コンセプトについ

て記入しているが、未記

入箇所がある。 

・ワークシートの記入が

半分以下である。 

・未記入の箇所が複数見

られる。 

 

第

５

～

７

時

間

目 

要
約
・
説
明
・
論
述 

・グループで協力して取

り組み、意見をまとめて

いる。 

・積極的にアイデア（複

数）を出している。 

・グループ内での意見交

換が活発にできている。 

・グループで協力して取

り組んでいる。 

 

・話し合い、アイデアを出

している。 

・グループ内での意見交

換ができている。 

・グループで協力して取

り組んでいる。 

 

・新しい商品について話

し合っている。 

 

・グループで協力して取

り組むことが出来なかっ

た。 

・アイデアを出すことが

できなかった。 

 

第

８

時

間

目 

論
述
・
討
論 

・質問・発表ができた。 

・課題等について互いの

考えを伝えあっている。 

・他のグループの意見を

参考に発展、改善を加え、

新たな提案ができてい

る。 

・発表・質問ができた。 

・課題等について互いの

考えを伝えあっている。 

・他のグループの意見を

参考に発展、改善を加え

ている。 

 

・発表または質問ができ

た。 

 

・他のグループの意見を

聞き、話し合っている。 

 

・質問・発表に参加する姿

勢が見られなかった。 

 

 

 

 

 

 (1) 評価結果及び考察 

図18は、第１時間目から８時間目

までの思考スキルの習得状況を、ル

ーブリックを活用し分析した結果で

ある。各授業のワークシート、行動観

察における評価の推移を示した。第

１時間目ではＡ段階評価とＢ段階評

価が合わせて24％であったが、第２

時間目からは授業ごとに肯定的評価

が増加している。この結果から、生徒

自身が、どの思考スキルについてど

こを改善すれば良いのかを考え、理

解し取り組んだ結果だと考察する。

評価基準を基に、積極的に改善点を

見出し次につなげていく生徒もいる

が、とりあえず記入する、といった姿

勢の生徒もいる。繰り返しの指導により大きな効果が期待できると考える。 

表７  授業に即したルーブリック 

第８時間目

第５～7時間目

第４時間目

第３時間目

第２時間目

第１時間目

A B C D

18

図 18  ルーブリック評価の推移 

n＝17 

18 

54 

41 
 

50 

44 

6 

19 

13 

42 

37 

50 

47 

44 

20 

17 

13 

6 

29 

19 

13 

0 

0 

0 

（％） 
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６ 学習行動に関する測定 

(1）学習行動に関する測定結果及び考察   

生徒の思考力の変化の参考にするた

め、学ぶ意欲の測定の学習行動レベルに

関する測定項目について、事前・事後に

アンケートを実施した。その結果につい

ての変化を分析した(図19)。その結果、

深い思考、自発学習、挑戦行動において

微増ながら上昇が見られた。授業におい

て、具体的な課題を設定し挑戦行動を伴

った協働学習を実践することで、自発学

習の向上が図られ、深い思考につながっ

たのではないかと考える。情報収集・独

立達成においては、事前の値が高いこと

もあり、大きな変化が見られなかったの

ではないかと考える。 

 (2) 単元の理解度 

   基礎・基本を学習した後、具体的な課

題を設定し、商品の企画について実践活

動を行った。知識・理解＝思考と単純に

定義はできないものの、学習で得た知識

を取り扱う知的な行為を「思考」と捉え

ると、知識と思考は密接な関係にあると

考える。そこで検証授業後に実施した定

期考査の点数について、事前の定期考査

の点数と比較した。範囲や難易度が異な

る為、単純な比較が有効であるとは言え

ないが、前回に比べ23ポイント向上との

結果となった(図20)。具体的課題を設定し協働学習による授業を行う事で、学んだ知識の活用が促

され、知識の習得に一定の効果があったとみられる。 

 

Ⅴ 成果と課題 
 １ 成果 

    (1) 「商品の企画」に焦点をあてた教材の作成・活用 

      ＩＣＴ教材の効果的活用により興味・関心が高まり、「考える」活動の充実が図られた。 

(2) 具体的な課題を設定した実践的、体験的な協働的学習の実施 

地域の産業や、専門高校生の活躍を学習することで地域の特産品を使用した商品開発に関して意

識付けができた。また、発想法の活用やポスターセッションでの発表等、協働的学習に取り組むこ

とで言語活動の充実が図られた。 

  (3) 言語活動の充実、思考力の育成 

    ルーブリックでの評価やアンケート結果の分析等から、言語活動の充実が図られ「記録、要約、

説明、論述、討論」の思考スキルが向上し、思考力の育成につながったと考える。   

 ２ 課題 

   (1) 学習教材（ＩＣＴ教材含）の改良 

ワークシート、ＩＣＴ教材等について、常に最新の内容となるよう改良を図る。より具体的で的

確な教材を、効果的に活用するための研究を継続していく。  

   (2) 授業展開についての研究 

今回の授業を反復することで、大きな効果が期待できる。発表・質問した事を振り返り、改善点

について学習できるよう授業展開の研究について継続的に取り組む。  

 

44.2
67.8

0

20

40

60

80

定期考査(事前) 定期考査(事後)

点
数

商品開発定期考査点数

図 20 定期考査点数の推移 
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0
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深い思考 情報収集 自発学習 挑戦行動 独立達成

事前 事後

図 19  学習活動に関する測定結果  
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