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１年 理科 船橋市立旭中学校

科学技術の利用（日本アイ・ビー・エム システムズ・エンジニアリング株式会社）

 
 
１ 授業のねらい・キャリア教育との関連性 

テーマ「ロボットを作って動かそう！」 

子どもたちは，中学２年で色々な職業や職業体験について学び，進路について考える。今回は１年

生であるが，日本ＩＢＭ幕張で働くエンジニアの方々をお迎えし，特にその仕事内容である「システ

ムエンジニア」について学ぶ。実際にコンピューターでプログラミングをすることで，ロボットの動

きを制御する技術や科学の面白さを体験し，さらに見通しをたてて試行錯誤を繰り返すことで目的を

達成することの大切さを学ぶことが，この授業でのねらいである。 

具体的には，まずエンジニアとは何かについて学ぶ。特に「システムエンジニア」とは，コンピュ

ーターを使って社会で有用なものを創り出す職業であることを知る。次に，プログラミングと制御（命

令→実行）の意味をゲームを通じて知った後，キットになったレゴのロボット（ROBOLAB）を製作す

る。そしてそのロボットを命令により自分の思い通りに動かすわけである。ロボットは赤外線通信で

命令を受け取り，モーターで動きを作る。またそれができるようになると，光センサーを用いて動か

すためのプログラムを作っていく。そこで生徒達は作業を通して科学の先端技術や多くのシステムが

あることを知り，そして簡単なコースからより複雑なコースへとチャレンジしていく姿勢を学んでい

く。 

より良いものを創るには常に多くの試行錯誤がある。生徒はロボットのコンピューターを制御しな

がら，自分の思い通りにロボットを動かすために，思考・実践の繰り返しの中で多くの試行錯誤を経

験するが，困難を乗り越えて達成したとき，成就感を達成する。それが仕事の達成感であることを生

徒達は体験する。 

この授業はＩＢＭで行っている Engineers Week プログラムという社会貢献事業であり，ここで用

いる実験機材は全て企業による提供，講師は全てボランティアである。この学習で，日々科学の発展

の中で難しい仕事をしながら，科学の面白さを子どもたちに伝えたいというボランティアの方々の熱

意にも触れ，子どもたちの今後の生き方に生かされるよう願っている。 
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２ 全体の構成・本時の展開 （５時間扱い・一日で実施） 

 時数 カリキュラム内容 ねらい・留意点 

１ ○エンジニアの仕事を知ろう。 

・ ＩＢＭはどのような会社か，システムエンジニ

アの仕事についての説明を聞く。 

○プログラムとは何か。 

・ パソコン上でロボットに命令しようゲームを行

い，ロボットの動きを一マスずつ細かく指定す

るプログラミングについて学ぶ。 

○システムエンジニアとはどの

ような仕事かをしっかりと理

解する。 

 

○プログラムの命令の方法をゲ

ームを通して学ぶ。 

１ ○ロボット（ROBOLAB）を組み立てよう。 

・ レゴブロックをモーターの付いた車に組み立て，

自分の好みの飾り付けをする。 

○ROBOLAB の使い方を覚えて，動かそう。 

・ ROBOLAB の基本的な動きをプログラミングする

方法を学び，自分で動かしてみる。 

○説明書に沿って，正しくもの

づくりを行う。 

 

○ロボットの基本操作を学ぶ。

１ ○ROBOLAB を走らせよう。（その１：時間制御による）

・ ROBOLAB をコースのスタートからゴールまで進

めるようなプログラムを作成し，実行する。 

・ 簡単なコース（中級）ができたら，複雑なコー

ス（上級）にチャレンジする。 

○プログラムの時間制御を考え

て行い，自分で思った通りに

ロボットを動かす。 

１ ○ROBOLAB を走らせよう。（その２：光センサーによる）

・ ロボットに光センサーをつけて，黒いテープを

認識できるようにする。 

・ 方向転換しながらも，黒い枠から出ないで走り

続けるプログラムを作成する。 

○光センサーを用いて思った通

りにロボットを動かす。 

体 
 

験 
 

学 
 

習 

１ ○スペシャルコースへのチャレンジ 

・ 時間制御・光センサーのどちらの方法でもよい

ので，スペシャルコース（一筆書き的な長いも

の）にチャレンジする。 

 

・片づけ 

・感想シートの記入 

・一日のまとめ 

○より高度な動きができるよう

に努力する。 

 

 

 

・お世話になった方へ，感謝の

気持ちを表現する。 
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３ 生徒の感想（一部抜粋） 

・ 初はエンジニアという仕事はあまり分からなかったけれど，ゲームや車を作り，動かすプログ

ラムをしている内にこういうことをやっているのかということが分かりました。ロボットを動か

すプログラミングはとても楽しかったです。どうすれば上手く曲がるかどれくらいの時間走れば

いいのかなかなか上手く行きませんでしたが，上手く行ったときはとてもうれしかったです。ま

たいつか，やれるときがくれば，もっと挑戦してみたいです。 

・ 今回の授業は，ほとんど初体験のことばかりだった。ロボットを動かすのは不思議な感覚だった

が，とても楽しかった。難しいコースを自分の力で考えてゴールできたときは，達成感があった。

また黒い部分で方向転換するしくみも，不思議に感じた。色々と難しいところはあったが，ボラ

ンティアの方々がわかりやすく教えてくださったので 後までできた。今回体験は貴重なものだ

と思うので，珍しい体験ができてよかった。 

・ ロボットを作ったり動かかしたりするのは，元々好きなことだったので，今日は 後まで楽しく

できました。できるならもう少しやりたかったです。「プログラム」という言葉は，何回も聞い

たことがあったけれども，深い意味まで知らなかった。将来はこういう仕事に就職しようかな，

と思いました。 

・ システムエンジニアについて聞いてやっとなんなのか分かりました。レゴは動きを入力してずれ

た部分を少しずつ直していくのがすごく良かったです。今日の話を聞いて，将来の仕事として考

えてもいいかなと思いました。今日はありがとうございました。 

・ 自分の思ったところに動いたのでとてもすごいと思いました。他に色で光センサーが反応して曲

がったこともすごいと思いました。…またできる機会があればいろんな事にチャレンジしたいで

す。また，将来に役立てればいいなぁと思いました。 

・ 今日は普通の授業ではできないプログラムでロボットを動かすことができてとてもおもしろかっ

たです。特にゲームソフトのことを「ソフトウエア」といったり，自分達が知らないプログラム

のことを教えてくれたり，ロボットが壊れたときも直してくれたり，色々と助かりました。この

授業をきっかけにこれから社会に役立てたらいいと思いました。 

・ プログラムがたくさん集まると，ソフトウエアになることが特に印象に残りました。そんなに難

しくなければ，ぼくもエンジニアになってもいいと思う。一日 初から 後まで楽しくためにな

る一日だったと思う。 

・ 組み立てが簡単だった私のレゴカーは，ぜんぜん進まなくて，色々なおじさん達に助けてもらい

ました。プログラムの操作はけっこう難しかったです。道の長さをちゃんとはかったりして，計

算しないと大変でした。たむじいさんのクイズは意外と難しかった。また，こんな授業を受けら

れたらいいです。 

・ 組み立てがおもしろくて，パーツをつなげていくだけでレゴカーができていってちょっとハマり

ました。実際に動かしてみると，「Ｌ」型コースとか「ぜったいにゴールする」という思いが強

くなっていきました。ＩＢＭの方々，今日はありがとうございました。 

・ 今までこんな事をやったことがなかったので，とても楽しかったです。上級コースをクリアでき

てうれしかったです。ＩＢＭの方たちは，毎日こんな楽しい仕事をしているのかなぁ…。今日は

いい体験ができて良かったです。 

・ 色々難しいこともあったけど，やってて夢中になって一日時間がたつのが早かったです。たくさ

んのオジサンズが助けてくれてとても嬉しかったです。たむじいの動物クイズもとーってもおも

しろかったです。パソコンを使ってこんな事ができるんだという事も初体験だったので，とても

楽しめました。 

・ 上級コースにチャレンジして成功させられた時はすごくうれしかったです。時間がたつのはすご

く早く感じました。またこのような機会があったら，今回できなかったことにもチャレンジして

みたいです。 

・ 中学に入ってからこんなに頭使ったの初めて！とっても楽しい授業でした。スッゴク時間がたつ

のが早かったけど，中学はいってこんなに楽しかったのは初めてでした。またロボットを動かし

たいです。 
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１年 理科（第２分野）、技術・家庭科 御宿町立御宿中学校

地震対策に携わる人の仕事（株式会社ニトムズ） 

 
 
１ 授業のねらい・キャリア教育との関連 

近頻繁に耳にする地震のニュースは，地震大国日本に生活する私たちにとって無関心ではいられ

ない出来事である。しかし，９月の防災の日に全校で地震に対する防災訓練を毎年行っているが，大

きな揺れを体験したことのない生徒には今ひとつ実感のわかないものと映る。 

そこで，今回のプログラムでは，長野県野沢温泉村との交流もあり，理科の授業で火山と温泉・大

地の変化と地震についての学習を行うとともに，家庭科での快適に住まうという学習を通して住まい

の危険箇所やその対策を学習するものである。 

このようなクロスカリキュラムを組むことにより，普段の授業の大切さと，講師（企業人）がいか

に工夫しながら製品開発を行っているかなどの姿を通して職業観を養っていきたい。 

（１）理科の授業との関連 

単元「大地の変化 地震」 

近，様々な調査で，生徒が理科学習への有用感を見いだせなくなっているといわれている。こ

れは，身近な自然現象や家電などの製品に，理科で学んだしくみや規則性を見いだしにくくなって

いることがあげられる。 

そこで，本実践では，地震を中心とした防災関連の仕事に携わる人々を講師に招き，授業を実施

することで，生徒は，理科の学習内容のみならず，企業が利益追求に加え，社会貢献しているとい

う職業観にふれることができるものと考える。 

本授業では，地震と家庭における災害予防を題材とし，地震の単元を復習する。具体的には，地

震のゆれの特徴を再確認し，ゆれを地震体験車を利用して，実体験をする。その後，この体験をも

とに，防災関連商品の開発の企画をする。このことで，理科で学習した地震の内容をどのように職

業に役立てているかを実感させる。 

また，商品を開発するにあたり，実際に企業で行われている研究開発のサイクルは，理科で身に

つけるべき科学的な見方・考え方の「予想，実験による検証，結果の分析および解釈」といった科

学的リテラシーの基礎に基づいた実証方法を用いていることを説明する。 

このことでも生徒が理科学習への有用感を見いだすことにつながると考え，本単元を設定した。 

（２）家庭科の授業との関連 

単元「快適に住まう 安全に住むにはどうしたらよいだろう」 

「住まい」は生徒の立場から考えると，自らが選ぶのではなく与えられたものである。そのため，

自分が使うスペースを片付けたり，飾ったりという程度のかかわりしか持たない生徒が多い。しか

し，環境や衛生，安全を考えて工夫することは中学生にも可能であり，そうした意識を育てること

は大切である。 

そこで，本実践では，地震に関する防災用品を取り扱っている企業の方を講師に招き，住まいを

より安全にするための工夫や商品開発の苦労・姿勢を伺うことにより，企業と消費者の生活が関わ

っていることを感じることができるものと考える。 

本実践では，理科との関連を持たせ，地震のメカニズムを復習した上で，地震体験車で実際の揺

れを体験し，住まいの危険な箇所を考え，安全への工夫を考える。その際，「防災用品を開発しよ

う」という課題に取り組むが，今の自分の住まいをより安全にするという視点から，家具の配置や

今あるものを使っての工夫についてもふれる。こういった活動を通し，より良い生活を工夫すると

いう技術・家庭科の考え方が，企業での商品開発にもつながっていることを体験し，また，他教科

とも関連していることも実感できると考える。 
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２ 全体の構成 

（１）理科の授業における全体の構成（６時間扱い） 

 時数 カリキュラム内容 ○ねらい・留意点 

事

前

学

習 

１ ○「地震」でイメージすることを

あげてみよう。 

○地震の体験，ビデオ教材，資料集の写真をもとに地

震に関連する事柄をあげ，その特徴を考えることが

できる。 

・教師主導で実施 

２ ○地震のゆれの特徴と伝わり方 ○阪神淡路大震災の地震記録資料に作図を加え，その

特徴から，ゆれの伝わり方と規則性をみいだすこと

ができる。 

・教師主導で実施 

・OHC，プロジェクター 

○ゆれの伝わる時間と震源からの距離の関係をグラ

フ化し，その特徴を見いだし，速さやゆれの伝わる

時間を計算により求めることができる。 

・教師主導で実施 

・OHC，プロジェクター 

１ ○地震の大きさの表し方と地震

によって起こる現象 

○資料集を活用し，震度表と災害について確認するこ

とができる。 

・教師主導で実施 

体

験

学

習 

１ ○地震はどうして起こるのか ○資料集とデジタル教材により，プレートテクトニク

ス，大陸移動説，海嶺と海溝，造山帯等について説

明を聞き，その概要について理解することができる。

・教師主導で実施 

事

後

学

習 

１ 

（本時）

○防災の仕事に携わる人々 

～地震の被害を防ぐ商品開発

と地震～（本時） 

・大地震の体験からゆれの程度を

知る。 

・地震体験から，被害を予測し，

被害を防ぐ商品を考案する。 

・開発案を発表する。 

・防災用品を開発，販売する人々

の仕事を紹介する。 

・企業が社会貢献していることを

紹介する。 

○地震体験車にて，大地震を体験し，体験をもとに地

震による被害を防ぐための商品開発の企画ができ

る。 

・大地震のゆれの体験から，理科で学習した地震のゆ

れの特徴を体験を通して実感させる。 

・防災用品を開発する場面で，ゆれの特徴を活用して，

商品開発のアイデアを工夫していることを知らせる。

・商品開発および販売の工夫点を理解させる。 

・商品の開発が，企業の利益追求だけではなく，広く

社会に貢献していることを知らせる。 
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（２）家庭科の授業における全体の構成（６時間扱い） 

 時数 カリキュラム内容 ○ねらい・留意点 

事

前

学

習 

２ ○住まいの役割について考えよ

う。 

・住まいの機能について知る 

・家族と住まいのかかわりを知る

・衛生的な室内環境について考え

る 

○住まいの役割や機能を知り，より良い住まい方を考

える意欲を持つ。 

・教師主導で実施 

・自分たちの手で，より良い住まいを工夫できること

を知らせる 

１ ○住まいの安全について考えよ

う。 

 

・予想される室内の事故について

考える 

○室内で起きる事故について予想し，住まいの視点か

ら対策を考える。 

・教師主導で実施 

・自分の家庭の安全チェックを活用し，対策を考えさ

せる 

１ ・高齢者の疑似体験をし，安全な

室内について考える 

○高齢者の疑似体験を通し，より安全な室内について

工夫すべき点を考える。 

・教師主導で実施 

・高齢者の疑似体験用具を活用 

体

験

学

習 １ 

（本時）

・災害時における室内の安全につ

いて考える（本時） 

○災害時における被害を防ぐための対策について考

え，防災用品の企画ができる。 

・地震体験車で実際に揺れを体験し，室内の危険な箇

所と必要な対策を考えさせる 

・防災用品を開発している企業の方からアドバイス

をいただき，防災用品の企画を考えさせる 

・企業での商品開発が，消費者の生活を考えてなさ

れていることを体験させる 

事

後

学

習 
１ ○住まい方の工夫をしよう。 

・今までの学習から，自分の住ま

いについて工夫・改善できるこ

とを考え実践する 

○住まいの機能や安全，暮らしやすさを考え，自分の

住まいで工夫・改善できることを考え，実践しよう

とする。 

・教師の主導で実施 

・実際の生活で実践できる内容を考えさせる 

 

 

３ 本時の展開（理科６／６，技術・家庭科５／６） 

本時のねらい 

（１）地震が起こる仕組みを理解することができる。 

（２）防災用品を考えながら，地震対策の技術やそれに携わる仕事をしている人がいることを知る。

また，それらの技術により，自分たちの住まいが安全であることを知る。 

（３）地震対策に携わる人の仕事の内容や苦労，やりがいについて理解することができる。 
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〔１時間目〕 

時配 指 導 の 内 容 と 方 法 ●教材，◆留意点 

５分 １．住まいの中の震災対策について学習することを知る。 

・自己紹介 

・製品を見て，講師がどういう仕事をしているか考える。 

・講師紹介 

・震災対策について学習することを知る。 

 

◆講師（株式会社ニトムズ広報

部の方）の仕事について紹介

◆家庭用品を紹介 

５分 ２．地震の学習を復習しながら，地震に備えて何ができるか

考える。 

・震災対策を考える前に，地震の学習を復習する。 

・地震に備えてできることが何か，クイズを通して考える。

【クイズ１】「阪神淡路大震災のゆれは何秒間続いたでしょう

か？」 

※10 数秒を耐えることができれば震災から逃れやすくな

る。 

※Ｐ波，Ｓ波の復習。 

【クイズ２】「耐震に優れた建物はどれだろう？」 

※耐震構造の家に住むだけでは震災対策が万全ではない。

【クイズ３】「阪神淡路大震災の死因理由の第一位は何でしょ

うか？」 

※押しつぶされない工夫が必要。 

 

 

●PPT 

10 分 ３．防災用品について知る。 

・住まいの中でできる震災対策として，防災用品を取り付け

ることが必要であることを知る。 

・開発者が防災用品を作ろうと思ったきっかけや防災用品の

工夫点を知る。（ニトムズは，もともと家庭用品に力を入れ

ていたが，阪神淡路大震災をきっかけに，防災用品にも力

を入れ始めた） 

・住まいの中の危険な箇所を探し，そこに設置できる防災用

品を考えることを知る。 

●防災用品（転倒防止器具チェ

ーン，防災用品に似た家庭用

品２つ） 

●防災用品を使っていない部屋

の VTR 

５分 ４．地震体験車を体験する上で考えることを知る。 

・開発者が防災用品を考えるときに，地震体験車を体験した

り，住まいの中を見直したりすることを聞き，自分たちも

同じように防災用品を考えることを知る。 

 

 

25 分 

（移 動） 

５．地震体験車を体験する上での注意点を聞く。 

・体験する上での注意点を聞く。 

・体験車に人がいない状態で，揺れを見る。 

 

６．地震体験車を体験する。 

・６人１班で体験する。 

・地震体験車を体験することで，部屋の中の危険な箇所がど

こか考える。 

・危険だと思った場所について発表する。 

 

◆役所の方の説明 

 

 

 

●地震体験車 
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〔２時間目〕 

時配 指 導 の 内 容 と 方 法 ●教材，◆留意点 

10 分 ７．住まいの中の危険な箇所を確認する。 

・ワークシート「住まいの中の危険な箇所を考えよう」を書

き，考えたものを発表する。 

 

●ワークシート① 

◆発表を板書する 

15 分 ８．住まいの中の防災用品を考えよう。 

・防災用品の商品例を考える。 

・６－１の活動を踏まえて，住まいの中で使える防災用品を班

ごとに考える。 

 

●ワークシート② 

◆講師の助言をもらいながら制

作する 

10 分 ９．考えた防災用品を発表しよう。 

・発表する。 

・講評をいただく。 

 

◆発表 

◆講師の批評を加えながら発表

を進める 

10 分 10．ニトムズで作っている防災用品について知る。 

・実際に販売されている防災用品について知る。（VTR） 

・防災用品の実物を班ごとに確認する。 

・ガラス拡散防止シートの実験を見る。 

・防災用品を付けるだけでなく，家具の配置を工夫すること

も震災対策として必要であることを知る。 

 

◆講師の解説 

●VTR 

●防災用品５商品 

５分 11．講師の仕事について知る。 

・仕事の紹介，苦労・やりがい，メッセージ，理科や家庭科

の学習が仕事に役立っているエピソードなど。 

・感想を書く。 

 

◆講師の説明 
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４ 授業の様子、授業を終えての生徒の感想 

（１）授業の様子 

  

地震体験車での揺れの体験（震度７） 

  

講師による授業風景 

  

室内の危険箇所の発表 地震についての学習風景 

  

防災用品の実物を確認し，使い方を知る 
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（２）授業を終えての生徒の感想 

○ 地震体験車に乗ってすごく揺れたので，実際には家具や置物などはすぐに倒れてしまうだろうと

思った。だから理科の学習や技術・家庭科の学習をしっかりして地震対策についてもっと知りたい

と思った。 

1995 年の阪神淡路大震災などで死亡率が一番高いのは，家具や置物につぶされて死んでしまうケ

ースだったので，家にある家具はしっかり固定されているのか調べてみたい。また，様々な防災用

品があったので，今日見れなかった他の防災用品等も見てみたいと思った。 

防災用品を考える仕事や地震対策に携わる仕事は，とても楽しそうでやりがいのある仕事だった

ので頭に入れておいて，職業を決める時の参考にして考えていきたいと思った。 

 

○ 私は，今日の授業のおかげで，地震についての考え方が変わりました。今まで思っていたことを

言えば「自分たちのいる場所に，そう地震は起こらない」と思っていました。でもそれは今の日本

で起こる可能性が強いわけで，今私にできることから始めたいと思いました。自分の身で危険を感

じてみて，一番危ないのは家具。説明の中でも死亡原因の１位でした。今日の授業で見た対策グッ

ズも家族に勧めようと思いました。 

そして私は，今日の授業で教わったことは，地震のことについてだけでなく，人生のことについ

ても学んだような気がします。前に出て一生懸命に自分の仕事について語る講師の方を見て，努力

は絶対に人を裏切らないんだなと，格好いい生き方だなと思いました。 

 

○ 今日いろいろなことを教えてもらった。一つの防災用品を作るにしてもいろいろな工夫やアイデ

ィアなどがあるんだなと思った。そして， 後に自分たちのアイディアで防災用品を作った時，も

し本当にこんな製品ができたらいいな！と思った。 

地震の時の死亡理由で一番多かったのが「家具の転倒による圧死」だった。それで家具の転倒等

を防ぐのには，やっぱり防災用品が必要なんだなと思った。これからも，いろいろな製品を作って

欲しいと思った。 

もう一つ知ったことは「防災グッズとは…」①命を守るもの，②避難を助けるもの， 

③避難生活を快適にできるもの，ということ。一番いいのは地震が起こらないことだけど，そうい

う自然現象は地球が生きている証拠だと思うのでしょうがないけど，地震によって死亡する人が減

ればいいなと思った。 

 

○ 今日はキャリア教育で，理科や技術・家庭科の授業をやって，地震から命を守ることを学んだけ

ど，普段何気なくやっている勉強が大切なのを改めて知りました。 

実際に自分の体で地震を体験して，テレビなどが倒れる危険性があるあるなと思ったので，チェ

ーンなどで止めておきたいなと思いました。あと，窓ガラスのやつなども，すごくいい案だと思い

ました。 

身近なものから注意して生活していった方がいいなと思いました。 

 

○ 講師の方の授業を受けて思ったことは，説明がとても分かりやすく授業が進めやすかったです。

いろいろアドバイスを受けながらなのでとても良かったです。地震体験車にも久々に乗りました。

そして講師の耐震グッズについてのやりがいなどを話してくれたので楽しい授業だったと思いま

す。単に商品を作るだけでなく，お客様の目線でネーミングを考えたり，商品のアイディアを体験

させてくれたりして，とても役立つ授業だと思いました。 

今日のこういう授業は，仕事に対する熱意さも充分に伝わり本当に良いと思いました。 
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２年 総合的な学習の時間 木更津市立波岡中学校

環境を守る技術と技術者の仕事（日本アイ・ビー・エム株式会社） 

 
 
１ 授業のねらい・キャリア教育との関連性 

本プログラムは，「環境を守る技術と技術者の仕事」をゲームやさまざまな実験を通じて学習する

とともに，技術開発に携わった技術者から直接指導を受けることで，環境問題をより身近な事柄とし

て理解し，社会に貢献する技術（仕事）の価値を捉え直すことを大きなねらいとしている。 

プログラムの導入部では，日常生活と環境への負荷の状況を卓上式のゲームを使って学び，将来に

わたる環境への配慮生活について学習するとともに，校庭，教室，車の排気など身近な場所から二酸

化炭素の検知を行い，その濃度の違いを捉え温室効果ガス増加の課題を考える。 

展開部の学習では，自転車による発電を生徒自身が体験し，エネルギーの大切さを実験を通じて学

ぶ。また，発展的な実践として，日本ＩＢＭが開発した３Ｄ環境シュミュレーション・ゲーム「Power 

Up」を使用し，新エネルギーの事例の１つとして「風力発電」を取り上げ，その仕組や効率的な利用

について学ぶ。 

終末部では，生徒自らが「エンジニア（技術者）」になったつもりでボール紙を利用して直径 20cm

ほどの風力発電機の羽を作成し，羽の回転によって蓄えられた電気でミニカーを走らせる実験を行い，

技術開発の大切さと仕事（作業）に対する達成感を体験させる。 

環境学習から更に企業で働く技術者の仕事に目を向け，身近な生活での環境に対する配慮行動はも

ちろん，将来，地球環境問題の改善に取り組む仕事への夢（意志）や希望をもつことができるように

なる。 

 

２．全体の構成（６時間扱い） 

 時数 カリキュラム内容 ね ら い 

○エネルギーや環境について考えよう 

・エネルギーと発電を中心とした学習。 

・生活の仕方や工夫としての３Ｒを知る。 

○人類とエネルギーとの関わりを歴史

的に理解し，環境問題を考える基点と

することができる。 

事

前

学

習 

２ 

○エコライフゲームをしよう 

・日常の生活と環境負荷及び将来にわたる環境

配慮生活についてゲームを通じて学ぶ。 

○ゲームの中で扱われる具体的な場面

から，環境問題を身近な事柄として捉

え直すことができる。 

体

験

学

習 

２ 

（本時）

○地球環境問題を知ろう 

・さまざまな事例を元に地球環境問題について

学ぶ。二酸化炭素の計測，自転車発電を体験

しよう。 

・ガス検知管による二酸化炭素の計測比較から

温室効果ガスの問題を考える。 

・自転車発電機での実験を通じて電力消費量を

体感し電力についての考えを深める。 

・環境保全に取り組む企業の取り組みを，企業

の技術者の話しから学ぶ。 

 

○温室効果ガスに起因する問題に焦点

をあてながら，エネルギーとの関わり

方を考えることができる。 
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事

後

学

習 

２ ○風力発電について学ぼう 

・風力発電の仕組みや世界での活用事例につい

て考える。 

・風力発電のシミュレーション体験 

・風力発電の実験（羽の製作） 

・環境保全に取り組む企業の取り組みを，企業

の技術者の話しから学ぶ。 

 

○実験・体験を通じて技術開発に対する

実践的な関わり方の大切さを学ぶ。

○社会に貢献する仕事への価値に気づ

き共感できる。 

 

３．本時の展開（３，４／６） 

時配 学 習 内 容 教師の支援，備考 

５分 １．あいさつ 

・自己紹介と本時の流れの説明 

・プロジェクターとスクリーンの準備 

10 分 ２．地球環境問題について知ろう 

・前時のエコライフゲームをもとに，地球

環境問題について学ぶ。 

 

20 分 ３．地球環境問題（１）海洋汚染 

（実験）海洋汚染を防ぐ技術を体験しよう 

・水に浮かべたサラダ油をどのように取り

除くかを実験する。（綿，紙，などさまざ

まな素材を試してみる） 

・ポリプロピレンを使った事例の紹介。 

 

・班ごとに水の入った容器と油をセットする。

・油を除去するための素材を用意・配布する。

・実験後，用具の片付け 

15 分 ４．地球環境問題（２）地球温暖化 

（実験）温暖化の原因となる二酸化炭素を計

測しよう 

・ガス検知管で二酸化炭素を計測する。 

①教室 ②人の息 ③車の排気ガス 

④校庭   ※③，④はあらかじめ採取 

 

 

 

 

・予想する場面で支援を必要とする生徒をサ

ポートする。 

休み時間（10 分） 

10 分 ４．地球環境問題（２）地球温暖化（つづき）

・採取したガス検知管の測定 

・結果発表，解説 

 

25 分 ５．二酸化炭素の排出を防ぐためには 

（実験）自転車発電を体験しよう 

・発電による二酸化炭素排出を説明。 

・消費電力を体感するため，自転車発電を

体験。 

扇風機，ラジオカセット，ドライヤー， 

テレビゲームなど 

・結果発表，解説 

 

・自転車を安定させるためのサポートをする。
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15 分 ６．まとめ 

・これらの環境問題を防ぐために，企業では

自然エネルギー開発や効率化などさまざ

まな環境技術を開発していることを紹介。

・講師（企業関係者）の仕事の紹介。 

・感想用紙の記入と次回の紹介。 

 

 

 

 

 

・感想用紙の回収をする。 

 

４．資料 

（１）授業風景 

 

エコ・ライフゲームの様子 

 

エンジニアの方の指導と講話 

  

 

風力発電に挑戦 

 

企業の担当者の方から話を聞く 

 

 

（２）技術者の講話の内容と生徒の感想等 

プログラムの終末部に技術者（エンジニア）の方から，環境を守る技術と技術者の仕事について

講話があった。自らの仕事であるシステムエンジニアの仕事について語るとともに，自身の半生に

も触れ，生徒にとってはこれからの進路を考える貴重な機会ともなった。 

生徒からは，「風力発電の大切さがわかった。新エネルギーの利用により，火力，原子力の分も

まかなっていけるような新世界になったらいいな」「エンジニアの仕事に興味がわいた」「もっとエ

ンジニアについて知りたい」との感想があり，有意義な一日となったようである。 
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２年 総合的な学習の時間 松戸市立古ヶ崎中学校

職場体験事前学習（ＮＰＯ法人企業教育研究会） 

 
 
１ 授業のねらい・キャリア教育との関連性 

本校では，昨年度まで２日間で行っていた職場体験学習を本年度より５日間の体験学習を実施する

こととした。事業所の下調べ(事前学習)に始まり，事業所との打合せ及び５日間の職場体験（体験学

習）を経て，体験したことを全生徒が一人ひとり他学年の前で発表（事後学習）するといった学習の

流れで展開することとした。今回の学習を通して目標としたことは下記の事項である。 

・自己有用感を高める。 

・職場体験を通して自分の将来の生き方を考える。 

・一つの職業の世界を体験することから，働くことの意味や喜び，生き甲斐を探る。 

・職場体験先の人々との貴重な交流を感謝の気持ちを持って行う。 

・社会的マナーや正しい礼儀，言葉遣いを身につけ，実践する。 

これらの目標を達成するには，各事業所において仕事内容だけを覚えるのではなく，その仕事に就

くための資格や適正，職場でのやりがいや大変さ，仕事をする上での配慮事項等，多くの事を積極的

に質問（インタビュー）をして，事後の発表に役立てることとした。 

そこで本授業では，身近なコンビニエンスストアを例として，実際の事業所の仕事から配慮事項や

工夫点等を講師の方からプロジェクターを通して紹介して頂くとともに，質問（インタビュー）の仕

方やメモの取り方等を教えていただき，職場体験学習に生かすことができるようにすることをねらい

とした。 

  食料品売り場で体験学習を進める生徒 

２ 全体の構成（43 時間扱い） 

 時数 カリキュラム内容 ねらい 

事

前

学

習 

１ 

 

１ 

 

１ 

１ 

 

 

 

１ 

（本時）

・ 集会を開き職場体験学習の目的や内容を確認し，

意識を高める。 

・ 職場体験のしおりを作成し，しおりを通して体験

学習のポイントを理解する。 

・ 事業所調べをする。（仕事内容，所在地確認，交

通経路等） 

・ 事前打合せのための確認電話のかけ方を学習す

る。 

・ 事前打合せの進め方・記録の仕方を学習する。 

NPO 法人企業研究会の方を招き，インタビューやメ

モの取り方を学習する。（本時）  

・ 集会やしおりを通して体験学

習に対する理解と意識を高

める。 

・ 実際に事業所とのやり取りの

中で，どのようなことに注意

しなければいけないかを理

解する。 

 

 

体験学習中に活用できる実践

的なインタビューやメモの取

り方等のスキルを高める。  
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体

験

学

習 

１ 

 

 

２ 

 

 

 

30 

・ 事前打合せのための確認電話をかける。 

 

 

・ 各事業所を訪問し事前打合せを行う。 

 

 

 

・ ５日間の職場体験学習を実施する。 

・ 実際に電話をかけることによ

り，正しい言葉遣いを意識し

身につけることができる。 

・ 実際に各事業所に訪問して打

合せを行うことにより，正し

いあいさつや礼儀を意識し身

につけることができる。 

・ 社会的マナー，働くことの意

味や喜び・生き甲斐を探る。

事

後

学

習 

１ 

１ 

２ 

 

１ 

・ 職場体験学習のまとめをする。 

・ 発表会に向けて発表原稿の作成をする。 

・ 他学年（１年生）に向けて，全員が一人ひとり発

表を行う。 

・ 発表会について自己評価する。 

・ 貴重な交流に感謝の気持ち

を持つ。 

・ 自己有用感を高める。 

 

・ 自分の将来の生き方を考える。

 

３ 本時の展開（５／43） 

時配 学習内容 教師の支援，備考 

５分 

 

５分 

 

５分 

 

 

５分 

 

 

５分 

 

 

５分 

 

 

５分 

 

 

５分 

 

10 分 

○ 本時の流れと講師の紹介を聞く。 

 

○ 講師の話を聞く。 

 

○ 映像を使いコンビニエンスストアーの仕

事について視聴する。 

 

○ 映像を振り返りながら，仕事の内容や仕事

をするうえでの工夫点を確認する。 

 

○ インタビューやメモの取り方について講

師の話しを聞く。 

 

○ 再度，映像を見ながら，実際にメモを取る

活動を行う。 

 

○ インタビューやメモの取り方についての

映像を視聴する。 

 

○ 再度，メモを取る練習をする。 

 

○ 講師の話を聞く。 

・ 本時の学習に対する意識を高めさせたい。

 

・ 身近な職種であるため，興味深く視聴す

ることが予測される。 

 

 

 

・ 実際に新聞記者が使うメモ用紙を全生徒

に配布する。 

 

 

 

 

・ 生徒の間に入り巡回指導を行う。 

 

 

・ 実際にメモを取った後なので，自己評価

させながら視聴させたい。 

 

・ 生徒の間に入り巡回指導を行う。 
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４ 資料 

（１）職場体験学習のポイント 

① 事前学習で生徒にどのような準備をさせるか 

・ PC（インターネット）で職場調べや交通経路，所在地調べ 

・ しおりを作成・活用 

・ １週間前に事前打ち合わせ 

・ 事前打ち合わせのための確認電話（電話のかけ方） 

・ NPO 法人企業研究会の方（３名）を招いてインタビューやメモの取り方 

・ 職場体験本番の事前指導（身なり，名札，言葉遣い，あいさつの仕方，業務日誌， 終日の

インタビュー） 

② 体験期間中の教師の動き 

・ 通勤時間帯の交通巡回指導 

・ 事業所の巡回指導 

・ 休業日による登校生徒の指導（奉仕作業，調べ学習，教科学習，まとめ） 

③ 生徒が体験発表する際に困らないよう，事前や体験中の生徒の気づきをどう書きとめさせるか 

・ 業務日誌の記入（事業所の確認印をもらう） 

・ 読売新聞社からいただいたメモ用紙の活用 

・ 終日にインタビュー 

④ 生徒の変容を測定する調査は実施しているか 

・ 学校を挙げてのアンケート調査(継続中) 

・ 学年としての職場体験についての事前・事後アンケート調査 

・ 発表を終えての変容はまとめ用紙から 

⑤ 体験前にはどんな期待や不安があるのか 

・ 職場の仕事そのものに対する期待と不安 

・ 職場の人との人間関係に対する期待と不安 

・ 職場でのお客様に対する期待と不安 

⑥ その中で何を目標にして５日間臨むのか 

・ 漠然としている 

・ 安易に考えている 

⑦ 体験中何に気づいたか 

・ 礼儀やあいさつ・言葉遣い 

・ 人との協力 

・ 責任感 

・ 達成感 

・ 人に喜んでもらえるうれしさ 

⑧ 体験後には，体験前の気持ちにどんな変化が現われたか 

・ ⑦の項目と重なる 
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（２）生徒の声 

・事業所：日立オートサービス松戸工場 

車の検査を行ったＨ君 

 
 
職場はこんなところ（雰囲気等） 

とても広く，車も多く，前に教習所がある。ト

ラックの車検や取るとき手順など教えてもらえ

ます。  

職場体験にあたり期待と不安 

車の整備やタイヤの取り外しなどの実習ができ

るのが楽しみにしていました。社員の人に怒ら

れることが不安でした。 
 

職場体験で考えたこと，感想 

この仕事は少しのミスで車が故障したり，下手

をすると何人もの人の命が奪われてしまうとて

も重要な仕事だということが分かり，簡単そう

に見えてもミスが許されない大切な仕事だっ

た。タイヤの取り外しや空気入れ，取り付けま

で一通りでき，一つ一つの作業は大変だったけ

どとてもやり甲斐のある仕事でした。とても貴

重な体験ができ，毎日が楽しかったので将来に

活かしたい。 
 

この仕事に向いている人（１年生へのバトン）

車好きで想像力があり体力に自身がある人，周

りを見れて他の人が何をしているかを見て判断

できる人が向いています。  
 

・事業所：日立オートサービス松戸工場 

車検などの仕事を行ったＳ君 

 
 
職場はこんなところ（雰囲気等） 

車の整備をしているところです。トラックの解

体，タイヤの空気入れなど行っています。乗用

車は少なくほとんどがトラックでした。  

職場体験にあたり期待と不安 

怪我することなく 後まで職場体験を遣り遂げ

ることができるか不安だった。 

 

職場体験で考えたこと，感想 

働くことはすごくつらいけど，とてもやり甲斐

がありました。仕事をしているうちに車の部品

や，やり方が自然に頭に入っていって勝手に覚

えることができた。職場の人や事務の人はみん

な優しくてよかった。２日目くらいまでは緊張

していたが，３日目くらいから慣れてきて，職

場の人とも会話ができるようになった。 

 

この仕事に向いている人（１年生へのバトン）

車が好きな人，体力に自信がある人想像力のあ

る人，周りを見て判断できる人が向いています。 
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３年 総合的な学習の時間，技術・家庭科 栄町立栄中学校

日本食研の新商品を開発しよう（日本食研株式会社） 

 
 
１ 授業のねらい・キャリア教育との関連性 

本校では，全国的なキャリア教育の普及に伴い 2003 年度（平成 15 年度）より２年次において本格

的に職場体験学習を実施するようになった。職場体験そのものは，数日間とはいえ生徒にとって地域

社会の中で職業人として活動する大変良い機会である。わずか数日の仮想的な体験であっても，自分

がその道の専門家として専門性を発揮する機会を体験することができる。自分という存在は社会の中

で具体的な仕事を通して確かなものになる，という意識を持つことができるからである。また，普段

生活している地域の中で，必死に働く人々の息づかいを肌で感じることができることから，より広い

視野を持つこともできる。 

ただし，課題も挙げられる。貴重なこの学習がその後に直接結びついていかない，ということであ

る。「体験して良かった」だけで終わってしまうのである。職場体験の翌年の３年次では現実問題と

して高校入試が控えており，進学に関する手順や手続き，受験勉強に忙殺され，職場体験での内容が

生かされるということはあまりない。せっかくの良い経験が忘れ去られてしまうことになる。高校に

進学したところで普通科進学が大多数の実態からすれば，専門性が高まる機会が多く保証されるわけ

ではないし，地元地域から離れてしまう者も多くいる。義務教育の 終年次が専門性を薄れさせ，地

域から心が離れてしまう準備期間のようになってしまうのは，実に惜しいことである。 

そこで，本校では中学３年生を対象に，２年生段階の職場体験を土台として，一つの企業に特化し

た３年生ならではのキャリア教育を行っている。これは，より高いレベルの職業や企業についての知

識や，仕事に対する責任感や使命感，そして企業としての戦略を主体的な姿勢で学習させていこうと

いうものである。そして，その主旨に基づいた新しいプログラムを開発し，2007 年度（平成 19 年度）

より実施している。提携先は，栄町随一の矢口（やこう）工業団地内に千葉本社工場がある日本有数

の大企業日本食研株式会社である。日本食研は地域社会や教育に貢献している企業であり，このプロ

グラムにも大変好意的に取り組んでくれている。 

プログラムの内容は，前半で日本食研の企業概要や戦略，取り扱うジャンルや商品について講義や

調査活動で学習する。その上で後半では日本食研の仮想の社員として，新しい商品を開発していくと

いうものである。日本食研からは，企業概要等についての講義，たれやドレッシングの開発をしてい

く上での成分や調合についての授業，そして開発した新商品の発表会での審査等で社員の方に来校し

ていただいた。 

このプログラムでは，前半の学習で習得した知識，情報を基にどこをターゲットにどのような商品

を売り出せば収益を上げられるか，ということを生徒自らが考え学習を進めていく。生徒の活動は班

単位で行っている。したがって，キャリア教育がねらいとする４つの領域（「人間関係形成能力」「情

報活用能力」「将来設計能力」「意思決定能力」）に，全て関連していると考えられる。また，食の安

全が叫ばれている昨今において，食品会社が提携先ということから，食育としての効果も期待できる

だろう。 

 

２ 全体の構成（13 時間扱い） 

 時数 カリキュラム内容 ねらい・留意点 

事
前
学
習 

 

 

１ 

＊ 生徒代表日本食研工場見学，取材 

 

キャリア学習オリエンテーション 

・今後行う学習活動のねらいと内容，計画の説明。 

○オリエンテーション用資料作

成のため。 

 

○担当教員が説明する。 
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体 
 

験 
 

学 
 

習 

１ 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

５ 

日本食研はどんな会社？ 

・日本食研社員の方が日本食研株式会社の企業概要を

説明。 

・事前に作成した取材ビデオを視聴。 

 

日本食研を調べよう 

・各クラス(４クラス)ごとにジャンルを割り当て，

さらに班ごと(５～６名)に具体的な調査活動を行

い，模造紙にまとめる。（・企業概要や戦略・製品

の原材料・製造工程・用途・味の特徴） 

 

新商品を開発しよう 

・コンセプト部門，テイスト部門，コマーシャル部門

の３つの部門を設ける。テイスト部門，コマーシャ

ル部門は各クラス１班ずつ，その他の班（12 班）は

全てコンセプト部門とする。 

・コンセプト部門は，商品ジャンル，ターゲット，商

品の特色，商品名，パッケージをイメージし，Ａ４

サイズの用紙５枚にまとめる。テイスト部門はオリ

ジナルのたれかドレッシングを実際に作製する。コ

マーシャル部門は昨年度の 優秀作品をどう売り

込んでいくかを媒体に応じた宣伝内容を考えさせ

る。 

・テイスト部門では，７時間目に日本食研の商品開発

部門の方に来校してもらい，たれの主材料の品目と

味の特徴，戦略の講義と調合によってどのような味

や風味になっていくかの体験学習を行う。 

 

○企業紹介のパンフレットを持

参してもらい，全生徒に配布す

る。 

 

○資料は企業側に用意してもら

うが，インターネットも活用す

る。 

○不明な点はその都度企業にフ

ァックスで質問する。 

 

○コンセプト部門は各教室で担

任が指導，テイスト部門は調理

室で家庭科教員が指導，コマー

シャル部門は特別教室で副担

任等が指導する。 

○事前に学年評議会で，市場調査

(保護者へのアンケート)を行

い，嗜好の傾向を調べ，新商品

開発の参考とする。 

○不明な点があれば，同様にその

都度企業にファックスで質問

する。 

事

後

学

習 

２ 

（本時）

日本食研仮想新商品発表会（学年集会，体育館）(本時)

・前半は屋台村形式でテイスト部門による開発商品を

使った焼肉とサラダの試食，コマーシャル部門３つ

の班による宣伝活動パフォーマンスを行う。 

・後半はコンセプト部門のプレゼンテーションとコマ

ーシャル部門１班の TVCM の発表を行う。 

・全て終わったら企業等から来校した講師によって各

部門ごとの審査を行い，上位チームを表彰する。 

○進行は学年評議会で行う。 

○審査はコンセプト部門とテイ

スト部門は日本食研の品質保

証部と人事部から，コマーシャ

ル部門は元雑誌編集長があた

る。 

 

３ 本時の展開（12，13／13） 

時配 学習内容 教師の支援・備考 

10 分 

 

 

 

 

 

○開会行事 

・日程説明等 

・保護者アンケートの結果説明 

＊壁にはプログラム前半に作成した基礎調査活動の

模造紙やこれまでの活動の写真等を掲示する。 

○パイプいすを並べた学年集会の隊形。

○学年評議会で進行する。 

○保護者アンケートの結果はパワーポ

イントで評議会が説明する。 
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30 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 分 

○屋台村形式でテイスト部門による焼肉，サラダの

試食，コマーシャル部門のパフォーマンス発表（３

班） 

・体育館の両横と後ろのスペースに試食とパフォー

マンスのブースをあらかじめ設置し，一般生徒は

思い思いの場所に行って試食をしたり，パフォー

マンスを見る。 

・試食のうち，焼肉は別室にホットプレートを用意

し，肉を焼いて細かく切り，仕上がり次第体育館

に運ぶ。体育館ブースで開発した複数のたれをつ

けて試食させる。サラダはレタスを小さく切り，

開発した複数のドレッシングをかけて試食させ

る。双方ともそれぞれのレシピも配布し，試食者

に感想も書いてもらう。 

・コマーシャル部門のパフォーマンスは，昨年度の

発表会での 優秀作品である「サラふりドレッシ

ング」を宣伝するという活動を行う。 

 

○コンセプト部門とコマーシャル部門（１班）のプ

レゼンテーション 

・Ａ４サイズの用紙５枚にまとめた商品イメージを

実物投影機を使ってプレゼンテーションを行う。 

・中間に雰囲気を変化させる意味もあり，コマーシ

ャル部門で TVCM を作成した班の作品をビデオで発

表する。 

 

休憩（10 分） 

 

○閉会行事 

・審査にあたった各講師の講評。 

・結果発表と表彰（入賞はコンセプト部門が 優秀

賞，優秀賞の２班。他の部門は 優秀賞各１班） 

・講師へのお礼としてお礼の言葉と学年合唱を行う。

○テイスト部門とコマーシャル部門の

メンバーは，調理や準備があるので，

早めに移動を開始する。 

○前面スクリーンには，屋台村活動中の

諸注意と会場図を映す。 

 

 

○別室の焼肉調理には家庭科教員がつ

いて指導にあたる。その他の活動は全

て生徒のみの活動。 

 

 

 

 

○コマーシャル部門ブースでは２～３

回のパフォーマンスをあらかじめ開

始時間を設定して行う。 

 

○学年集会隊形に戻って行う。 

 

○発表用の原稿も準備させ，スムーズな

プレゼンテーションが行えるように

する。 

 

 

 

休憩中に審査員が審査を行う。 

 

 

○入賞した班には賞状と日本食研に賞

品も用意してもらい贈呈する。他全生

徒にも参加賞として日本食研に日本

食研オリジナルクリアシートを用意

してもらう。 

 

４ 生徒の感想（抜粋） 

・受験の時期なので，高校のことしか考えてなかったけれど，今回のキャリア学習で将来のことなど

も今から考えていかなければならないなと思いました。 

・味を作るという普段できないことができ，とても充実した授業をすることができました。直接日本

食研の方々に来ていただき，貴重な体験ができたことは将来に必ずつながると思います。 

・普段意識せずに使っている焼肉のたれを実際に作ってみたら「いろいろなことを工夫して作ってい

る」ということに気付きました。将来作った作品がお店に出ていることを楽しみにしています。 

・キャリア学習をする前は職業とはどんなことか分からなかったけど，キャリア学習を通して職業と

はどんなことかが分かって良かったです。 
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・とてもいい経験になりました。難しいこともいくつかあったけど， 終的にやって良かったなぁ，

と思える経験ができて良かったです。ありがとうございました。 

・日本食研のキャリア学習ができたことはとても楽しくて，いろいろな事を学ぶことができました。

班員と協力してコマーシャルを作るのは大変だったけど，終わるとあっという間でいい機会になり

ました。 

・周りの人と協力しておいしいものを作る，という作業が楽しかったです。味の工夫というのもやっ

てみると楽しいもので，興味のあるものでした。すごく良い経験になりました。 

・今回調べてみて普段私たちが何げなく買っている商品のできるまでの手順や大変さがよく分かった

し，とても楽しかった。イメージを考えるのは簡単かもしれないけど，実際つくるとなるとやっぱ

り難しそうだなといろいろ学ぶこともあった。 

・自分の考えた商品がもしかしたら本当にうることになるかもしれないと思ったらすごく楽しくでき

た。また賞をもらえるということもあり，ライバル心をいだき取り組むことができた。 

・班員全員でいろいろなアイデアを出し合って日本食研の社員さんになったように本気で悩んで，発

表会の当日には賞もいただいて本当に楽しかったです。 

・仕事ってただ大変なだけかと思ってたけど，本当に楽しくできました。テイストとかもおいしくて，

他のも（ＣＭとか）おもしろくて良かったです。 

・このように実際に商品を開発したり，それをお互い紹介しあうことで１つの商品を創り上げていく

のには，とても多くの時間と労働力が必要なのだと痛感しました。また，他の班や部門を見るのが

おもしろく，いろいろな人のアイデアを見ることができたので，よい勉強になりました。 

・今までにない経験だったのでとても楽しかったし，ためになったのでこれからも続けてほしいと思

っています。 

・１回１回の授業が充実していて，とても分かりやすく，とても楽しかったです。 

・新商品開発なので一人ひとりの責任の重さがわかった。 

・どんな味になるのかつくっていてとても楽しかった。食べてもらう人に「おいしい」と言ってもら

えてとてもうれしかった。 

・実際に今までの商品はこのようにできたという過程を疑似体験することができ，とてもおもしろか

ったです。各クラスの班の発表もそれぞれおもしろくて，アイデアというのは際限なく出てくるも

のだと思いました。 

・ 初は何が何だか分からなかったけど，やっているうちに楽しくなっていきました。当日思ってい

たよりもよくできたので良かったです。 

・日本食研の方々に実際にきていただき，また審査していただけたことはよかったと思う。将来を考

えるということは大事だとあらためて感じた。 
 

 

日本食研はどんな会社？ 新商品を開発しよう 日本食研仮想新商品発表会 日本食研仮想新商品発表会

 

※ 本授業における「５ 事後生徒アンケートの分析」を県教育委員会のホームページに掲載しています。
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