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In this study, we examined curriculum for developing technical education courses on the topic of materials 
and processing techniques related to ESD. One of our aims was to develop curriculum related to ESD. For 
that curriculum, we compared manufacturing-related study to the definition of ESD. After conducting the 
class developed during this study, students’ comments showed knowledge of the six elements needed to build 
a sustainable society and demonstrated four attitudes toward ESD. This class also showed that attitudes 
toward ESD could be cultivated without problem-solving situations. Of those four, an attitude of “positive 
participation” was easier to cultivate than other attitudes toward ESD. 
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1．はじめに
世界の平均気温は 2014 年の時点で、統計開始の 1891 年

以降最も高い値を示しており、21 世紀に入ってからの世

界平均地上気温の上昇率は 10 年当たり 0.03℃の状態を示

している 1）。また、経済成長と人口増加により、1950 年

以降石油を中心とした化石燃料の消費が増加し、エネル

ギー資源の枯渇が問題視されるなど 2）、現在世界には様々

な問題が存在している。これら諸問題の原因の一つに、技

術革新による影響があげられる。

技術とは、生産・創造・発明を実現する活動と、それに

関わる素材・材料や方法・操作の知識体系であり、人間の

要求と欲求の充足が、その目的とされている 3）。そのため、

人間は豊かな生活や産業の発展を目指し、技術を向上させ

ていった。しかし、技術は目的を達成させるために自然に

変更を与えるため、望んだ結果以外の予期せざる副次的効

果が出ることがある 4）。その副次的効果の一部が先述した

地球温暖化や資源の枯渇などの諸問題を引き起こしたと考

えられる。

有限な自然環境やエネルギー資源は、後世を生きる人々

にとって重要なものであるが、それらを保護するために、
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現在の生活を大きく変更することはできない。そのため、

将来世代のニーズを満たしつつ、現在のニーズも満たす

社会（持続可能な社会）5）の実現が必要であり、持続可

能な開発のための教育（ESD：Education for Sustainable 

Development）が求められている。

ESD に関する先行研究には、小学校から高等学校まで

様々な教育機関の授業実践が認められ 6、7）、中学校技術・

家庭科技術分野（以下、技術科）も、その役割の一端を担っ

ていることがうかがえる。中学校学習指導要領解説技術・

家庭科編技術分野の内容には、「持続可能な社会の構築の

観点から」や、「持続可能な社会の構築のために」という

記述 8）を確認することができることからも、技術科にお

ける ESD の推進が求められている。

技術科の ESD に関する先行研究を調べると、「エネル

ギー変換に関する技術」と「生物育成に関する技術」の学

習内容を融合し、光電池付き LED 栽培装置の作成と、そ

れを用いた栽培実践などが見られる 9）。しかし、著者らが

調べるかぎり「材料と加工に関する技術」の内容において

ESD に関する授業実践はあまり見られない。

そこで本研究では、「材料と加工に関する技術」の内容

がどの程度 ESD に関わっているのかを検証し、それを参

考にしたカリキュラムの開発と授業実践を報告する。

2．ESDに関する授業
ESD の視点に立った学習指導の目標に関して、国立教

育政策研究所は「持続可能な社会づくりに関わる課題を見

出し、それを解決するために必要な能力・態度を身に付け

ること」と示しており、問題解決学習を通して、課題を解

決するための能力・態度を習得することが望まれてい

る 10）。また、この目標を達成するためには、「持続可能な

社会づくり」を捉える要素を明確にする必要があるとして、

6 つの「持続可能な社会づくりの構成概念（例）」を示し

ている。さらに、「ESD の視点に立った学習指導で重視す

る能力・態度（例）」として、7 つの能力・態度（以下、

ESD の視点に立った能力・態度）を示している 11）（図 1）。

以上のことより、ESD に関する学習とは、「持続可能な

社会づくりの構成概念を捉えた問題解決学習を通して、

ESD の視点に立った能力・態度を育成する学習」である

と定義することができる。

3．「材料と加工に関する技術」における ESDに関
するカリキュラムの提案

先述したように、ESD に関する学習では、問題解決学

習を通して ESD の視点に立った能力・態度を育成するこ

とが求められている。問題解決とは、問題を解決したり、

要求に応じるために問題を理解し、計画を工夫、実行し、

評価するプロセスであるため 12）、1 コマ（50 分）の授業

実践で問題解決を行うことは困難であると考えられる。そ

のため、本研究では問題解決を取り入れた、カリキュラム

を作成し、授業実践を行った。

3-1　「材料と加工に関する技術」における問題解決学習

「材料と加工に関する技術」は、製作品の設計・製作に

ついて、機能と構造を考え、製作図をかき、組立て、仕上

げができることを学習のねらいの一つとしており 13）、も

のづくり学習の実践が求められている。ものづくりと問題

解決の関係に関して、岳野は、それぞれが同じような過程

を含んでいることを検証し（表 1）、ものづくり学習は、

表 1　ものづくり学習の過程に関する比較

Project Method

図 1 持続可能な社会づくりの構成概念とESDの視点に
立った学習指導で重視する能力・態度
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問題解決の一つの具体化された形であることを指摘してい

る 14）。そのため、ものづくり学習の実践を通して、ESD

の視点に立った能力・態度を育成できることが示唆される。

また、日本産業技術教育学会は技術教育の課題解決能力

を「ものづくりに関わる問題を技術的視点で認定し、課題

化して、一定の制約条件のもとで最適解を図りつつ解決す

る能力」と示しており、技術教育で育むべき固有の能力で

あると述べている 15）。この能力に関して、桜井の設計に

関する記述に類似した内容の指摘を見ることができる。桜

井は設計に関して「品質相互間のトレード・オフが行われ

ることにより、すべての条件に理想的に適合する完璧な設

計などはありえず、一定の条件に適合した意思決定のため

の最適解が設計プロセスの成果である」と述べている 16）。

これらを比較すると、「一定の条件のもとで最適解を導く」

ことに共通点を見ることができる。このことより、ものづ

くり学習の中でも設計の学習が課題解決能力を育成するた

めに重視されるものであると考えた。

以上のことより本研究では、「材料と加工に関する技術」

の問題解決学習であるものづくり学習、その中でも設計に

注目し、課題解決能力を育成することが、どの程度 ESD

の視点に立った能力・態度の育成に関わっているのかを検

討した。

3-2　ESDに関するカリキュラムの提案

ESD に関する授業実践を行うためには、生徒が事前に

持続可能な社会づくりの構成概念を理解したうえで、問題

解決学習に取り組み、ESD の視点に立った能力・態度の

育成を図る必要がある。そこで著者らは、図 1 に示した「持

続可能な社会づくりの構成概念（例）」、「ESD の視点に立っ

た学習指導で重視する能力・態度（例）」と先行研究にあ

る「技術・家庭科の観点と ESD の視点の整理」17）を参考に、

表 2 のようなカリキュラムを作成した。各小単元と ESD

の視点に立った学習活動の関係に関しては、「材料と加工

に関する技術」の学習内容と、国立教育政策研究所がまと

めた構成概念、能力・態度の定義を照らし合わせ 18、19）、

適合していると考えられるものを当てはめた。小単元 A

～ D は持続可能な社会づくりの構成概念、小単元 E、F

は ESD の視点に立った能力・態度を捉えたものとなった。

例えば小単元 A では、技術の発達が人間の行う作業の

軽減、能率や生産性の向上、自動化の実現など、生活や産

業に影響を与えると同時に、温暖化や資源の枯渇など環境

にも影響を与えていることなどを学習するが、これは

ESD の視点に立った学習活動として「相互性」、「責任性」

が捉えられていると考えた。「相互性」とは、「自然・文化・

社会・経済は、お互いに働きかけ合い、それらの中では物

質やエネルギーが移動・循環し、情報が伝達・流通してい

ること」、「責任性」とは、「持続可能な社会は、多様な主

体が将来像に対する責任あるビジョンをもち、それに向

かって変容・変革することにより構築されること」と定義

されている。これらと学習内容を比較すると、技術の発達

により、社会や自然環境が変化しているという関係性が「相

互性」の要素であり、技術の発達による恩恵と損害を比較

考量しながら望ましい未来像に対するビジョンをもつこと

が「責任性」の要素であると考えられる。

また、小単元 E では技術教育の課題解決能力と、ESD

の視点に立った能力・態度との比較を行った。設計では、

品質相互間のトレード・オフを行いながら一定の条件のも

とで最適解を図りつつ課題を解決する能力の育成が行われ

る。これは、ESD の視点に立った能力・態度の「多面的・

総合的に考える力」に相当する能力であると考えられる。

「多面的・総合的に考える力」は、「人・もの・こと・社会・

自然などのつながり・かかわり・ひろがり（システム）を

理解し、それらを多面的、総合的に考える力」と定義され

ており、技術教育の課題解決能力と相当する能力であると

考えられる。  

4．授業実践と考察
2014 年の 6 月から 11 月にかけて、石川県内の中学校 1

年生の 4 クラス（1 クラス 40 名）を対象に、表 2 のカリキュ

ラムにしたがって授業実践を行った。また、授業実践後に

得られた生徒の感想文と、構成概念、能力・態度の定義を

照らし合わせ、実践がどの程度 ESD の視点を捉えられた

ものであるかを検討した。

小単元に関しても同様に、学習内容と構成概念、能力・

態度の定義を比較し、カリキュラムを作成した。このカリ

キュラムを持続可能な社会づくりの構成概念、ESD の視

点に立った能力・態度でまとめたものが表 3 である。本研

究では、このカリキュラムを基に、ESD に関する授業実

践を行った。

4-1　小単元 A「技術とは何か」の授業実践

生徒に江戸時代と現代の日常生活と産業を比較させるこ

とにより、技術が産業を発展させ、生活を豊かにしたこと

を理解させた。また、技術の進展と二酸化炭素の関係を課
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題にあげた授業実践では、エネルギー資源が枯渇傾向にあ

ることを取り上げ、持続可能な社会の構築が必要であるこ

と、その取り組みとしてハイブリッドカーや LED 電球な

どの新しい技術が開発されていることを理解させた。生徒

の感想文には、「技術というのは、私達の生活を変化させ

る一番の大きな手段だということが分かりました。技術は、

これからの生活を変え、産業を変え、世界を変えるのだと

思います。これから学ぶ技術の学習で『要求を解消し、欲

求を満たす知識』を沢山身に付け生活に役立たせていきた

いです。」、「技術の進展によって人々の生活が便利になる

ものの、自然環境を悪化させる原因にもなるということが

分かりました。技術の進展によって自然環境が悪化したの

なら、技術の進展で自然環境の悪化も抑えられると思いま

した。だから、技術をうまく利用して持続可能な社会をつ

くっていきたいと思います。」などの記述が見られた。

前者の感想文より、技術と社会や産業とのかかわりに関

する理解を確認することができる。また、後者の感想文か

らは、望ましい未来像に対するビジョンを読み取ることが

できる。このため、小単元 A では、持続可能な社会づく

りの構成概念である、「相互性」と「責任性」の要素を確

認することができた。

4-2　小単元 B「製品を見てみよう」の授業実践

使用目的を同じくする新旧 2 つの製品を比較させ、どの

ような視点で製品設計が行われたのかを考えさせた。また、

企業の CSR 活動を調べる授業では、環境保全を考慮した

ものづくりが行われている企業を調べ、3R を考慮した製

品設計や使いやすさを追求する取り組みを学ばせた。生徒

の感想文には「みんなが平等に使えることが今の製品づく

りの一番の目的なのだと今日感じた。自動販売機やシャン

プー、リンスなどユニバーサルデザインの製品が身近に沢

山あるし、これからも増え続けていくと思います。平等な

社会づくりには欠かせないものだと思いました。」、「企業

では CSR 活動が行われていると分かった。私たちがよく

使うペットボトルにも、使いやすくする工夫や、環境にや

さしい工夫が色々あると分かった。私も環境のことを考え

て、3R を意識して生活したい。」などの記述が見られた。

前者の感想文からは、平等な社会づくりに関する理解を

表 2．ESDの視点に立った，「材料と加工に関する技術」におけるカリキュラム

 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 3．カリキュラムと構成概念，能力・態度の整理
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読み取ることができる。また、後者では一つの製品には使

いやすさや環境保全など様々な視点を考慮し製品設計が行

われていることへの理解を読み取ることができる。このた

め、小単元 B では、持続可能な社会づくりの構成概念で

ある、「公平性」と「多様性」の要素を確認することがで

きた。さらに、「私も環境のことを考えて、3R を意識して

生活したい」という感想文から、主体的に参加しようとす

る態度を読み取ることができる。これは、ESD の視点に

立った能力・態度の「主体的に参加する態度」の要素に当

たると考えられる。

4-3　小単元C「木材を知ろう」の授業実践

日本の木材自給率から日本の森の現状を予測させ、間伐

の必要性や木の多様な機能、ウッドマイレージに関する学

習を行った。生徒の感想文には「木は間伐しないとしっか

り育たないし、木材は再生可能な資源なので、有効に使わ

ないといけないと思った。石油などの限りある資源は考え

て使っていかないと、これからの子孫が困ると思った。」、

「私は、ずっと木を沢山伐採するから環境問題につながる

と思っていました。でも、それ以上に材料（産地、種類）

を選択することが大切と分かりました。なので、木材を使っ

たものを買う時は、しっかり調べてから買うようにしたい

です。」などの記述が見られた。

前者の感想文より、資源の有限性や有効活用に関する理

解を読み取ることができる。後者からは、ものづくりと森

林保全のつながりや、木材選択による多様な影響への理解

を読み取ることができる。このため、小単元 C では、持

続可能な社会づくりの構成概念である、「有限性」、「相互

性」、「多様性」の要素を確認することができた。さらに、「木

材を使ったものを買う時は、しっかり調べてから買うよう

にしたいです。」という感想文から、主体的に参加しよう

とする態度を読み取ることができる。これは、ESD の視

点に立った能力・態度の「主体的に参加する態度」の要素

に当たると考えられる。

4-4　小単元D「構想の表示方法」の授業実践

図面や JIS 規格の必要性を考えさせた後に、等角図と第

三角法のかき方を理解させた。生徒の感想文には「製作者

と設計者、どちらも自分の仕事に専念するためにも共通言

語である図面は必要だと思った。」、「図面の必要性を理解

することができた。」などの記述が見られた。

これらの感想文から、分業により専門的な知識や技能は

図 2．生徒が設計した図面の一例

高めることはできたが、それらをつなぐためには共通の言

語が必要であること、協力の必要性への理解を読み取るこ

とができる。このため、小単元 D では、持続可能な社会

づくりの構成概念である、「連携性」の要素を確認するこ

とができた。

4-5　小単元 E「社会から求められる本立てを設計しよう」

の授業実践

生徒と事前に確認した、「安全性」や「ゴミの抑制」など、

現在の製品に求められている要素を「社会から求められる」

要素とし、それをさらに「社会」、「環境」、「経済」の 3 つ

の視点にまとめ、複数の視点を基に本立ての設計を行わせ

た。生徒が設計した図面の一例を図 2 に示す。生徒はその

後、クラス内で設計した本立てのプレゼンテーションを行

い、クラスで製作する本立てを決めていく。図 2 を設計し

た生徒のプレゼンテーション原稿には、「この本立ては本

もペン（文房具）も入ることが特徴です。しかも、本立て

の奥に板を付けたことにより、本が後ろに落ちないだけで

なく、強度も向上しています。また、この本立ての材料は

県産材の能登ヒバを使っています。県産材ということで、

輸入材よりも高価ですが、輸送距離が短いため運搬費にあ

まりお金がかからず、輸送時に発生する二酸化炭素排出も

抑えることができます。さらに構造が複雑ではないので大

量生産も可能であるため、我が社に利益をもたらす製品で

す。」という記述があった。

このプレゼンテーション原稿より、使いやすさや製作時

の自然環境への影響、製作費など、複数の視点を用いて、

総合的に設計を行っていることが分かる。これから、ESD

の視点に立った能力・態度の「多面的、総合的に考える力」

を確認することができた。また、二酸化炭素の排出を抑え

たものづくりを通して、低炭素社会の実現を想像しながら
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設計を行っていることがうかがえる。これより、「未来像

を予測して、計画を立てる力」の要素も確認することがで

きた。

4-6　小単元 F「設計した本立てをプレゼンテーションし

よう」の授業実践

生徒が考えた図面を基にグループ内、クラス内のプレゼ

ンテーションを行った。プレゼンテーション後の質疑応答

では、構造に関する質問や、使いやすさに対する改善点の

指摘が行われた。生徒の感想文には、「3 つの視点でそれ

ぞれの製品を見て、『長所と短所を理解し、自分にあった

製品はどのようなものか』ということを考えることが大切

だと思いました。これらか何か買う時には、自分の重視し

ている視点だけでなく、いろいろな面から見ていきたいと

思いました。」、「設計の授業をうけて、ぼくはものを買う

ときは経済、環境、社会の 3 つの視点のうち 1 つくらいし

か考えていませんでしたが、これからは 3 つの視点でしっ

かり考えて買おうという気持ちになりました。そして自分

が作っているだけでは分からないこともいろいろあるとい

うことも分かったので、客観的視点は大事だと分かった。」

などの記述があった。

これらの感想文より、製品を評価する際も複数の視点で

総合的に考えることが重要であることへの理解や、実生活

につなげようとする意欲を読み取ることができる。このこ

とから、ESD の視点に立った能力・態度の「多面的、総

合的に考える力」、「進んで参加する態度」を確認すること

ができた。また、「これからは 3 つの視点でしっかり考え

て買おうという気持ちになりました。」という感想より、

社会、環境および、経済と製品選択がつながっていること

を理解し、活用しようとしていることが見られる。これは、

ESD の視点に立った能力・態度の「つながりを尊重する

態度」であると考えられる。

4-7　授業実践と構成概念、能力・態度の整理

授業実践後の生徒の感想文やプレゼンテーション原稿か

ら確認できた、持続可能な社会づくりの 構成概念と ESD

の視点に立った能力・態度をまとめたものを表 4 に示す。

授業実践前のものと比較した結果、「未来像を予測して計

画を立てる力」、「つながりを尊重する態度」、「進んで参加

する態度」の育成も行われている可能性を見出すことがで

きた。とくに、「進んで参加する態度」は、問題解決場面

以前の知識・理解の育成をねらいとした学習でも育成され

ている記述を読み取ることができた。

渡邊 20）は ESD の視点に立った態度は、技術科の観点で

ある、関心・意欲・態度に相当するものであると示してお

り、尾崎ら 21）は、技術科の関心・意欲・態度は、工夫し

創造する能力、技能、知識・理解と重なり、完全に分離で

きない性質をもつと述べている。このことより、ESD の

視点に立った態度は問題解決場面以外でも育成できると考

えられる。その中でも、「進んで参加する態度」は他の態

度に比べ、知識・理解の育成をねらいとした授業において

育成されやすいものであることが示唆される。

5．まとめ
本研究では、技術科「材料と加工に関する技術」に関し

て、ESD の視点を捉えた授業実践とはどのようなものか

を検証し、それを参考としたカリキュラムを開発すること

を目的とした。また、開発したカリキュラムを基に授業実

践を行い、どの程度 ESD の視点を捉えることができたの

かを検討した。その結果、以下のことが明らかになった。

1） ESD に関する学習とは、「持続可能な社会づくりの構

表 4．授業実践後のカリキュラムと構成概念，能力・態度の整理
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成概念を取り入れた問題解決学習を通して、ESD の

視点に立った能力・態度を育成する学習」であると定

義することができた。

2） 技術科「材料と加工に関する技術」において、ESD

に関するカリキュラムを開発することができた。

3） 開発したカリキュラムは 6 つの持続可能な社会づくり

の構成概念と 4 つの ESD の視点に立った能力・態度

を含んだものであった。

4） ESD の視点に立った態度は、問題解決場面以外でも

育成できる可能性を見出した。その中でも、「進んで

参加する態度」は他の態度に比べ、知識・理解の育成

をねらいとした授業において育成されやすいものであ

ることが示唆される。
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