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 2020(令和２)年度からは小学校で、2021(令和３)年度からは中学校で新学習指導要領に基づく授業が全学年で始まった。

2022(令和４)年度からは、高等学校でも学年進行で新学習指導要領に基づく授業が始まる。新学習指導要領の総則には、

今回の改訂で新規に組み込まれた項目がいくつかあるが、その一つに「学校段階等間の接続」がある。小学校から高等学

校までの接続を考えるとき、キーワードの一つは、ICT及びプログラミング的思考であろう。小学校で教科を越えて取り組ん

でいるプログラミング的思考を育成するプログラミング教育を、中学校、高等学校段階でも、教科の枠にとらわれずに引き継

ぐことが真の意味での「学校段階等間の接続」と言える。本実践では、専門学科における実習で得られたデータ(官能評価)を

普通教科である数学の授業で数値化することをとおしてグラフ化し、その分析結果から得られた知見を次の実習に生かすこ

とを目的として、学科を越えて教科横断的な授業実践を行った。官能評価を数値化することで、実習の結果を「見える化(視

覚化)」「客観化」できることを生徒たちは理解した。また、官能評価を数値化した表を基に考える過程の中で、プログラミング

的思考の基本である「分岐」「シークエンス」の考え方を身に付けるとともに「結果を得るためには一連の適切な手順が必要で

ある」ことを理解した。 

 

 

はじめに 

 

 2022(令和４)年度から、高等学校において学年進行で新学習指導要領に基づく授業が始まる。そ

れに先立ち、2020(令和２)年度からは小学校で、2021(令和３)年度からは中学校で新学習指導要領

に基づく授業が全学年で始まっている。今回の学習指導要領の改訂では、新規項目がいくつか盛り

込まれた。例を挙げると、「資質・能力の三つの柱」「カリキュラム・マネジメント」「教科横断的な

視点に立った資質・能力の育成」「学校段階等間の接続」「主体的・対話的で深い学びの実現に向け 

―――――――― 
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た授業改善」「教育課程の実施と学習評価」などである。これらは何れもこれまでの教育の実績を踏

まえつつ、これからの時代を担う

子どもたちを育成する上で大切

な視点である。これらの項目が盛

り込まれた意味を正しく理解す

るためには、新学習指導要領が告

示された前後の教育に関する動

き(図１)を理解する必要がある。

それは、各トピックそれぞれに、

これからの授業デザインの指針

となる概念が包含されているか

らである。図１にそれらのキーワ

ードを示した。 

 義務教育段階では、日本の学校の特徴でもある「教科を越えた授業研究」において、これらのキ

ーワードを念頭においた授業改善が急速に進みつつある。しかし、高等学校においては教科間の壁

は依然として高く、いわんや専門教科と普通教科間の連携はほとんど行われてこなかった。そのよ

うな中、本実践では普通教科である数学科教員の佐熊及び水産科教員の伊藤が学科・教科の壁を越

え、「教科横断的なプログラミング教育の実践」「主体的、対話的で深い学びを実現する実践」に取

り組んだ。 

 

 

１ 教科横断型プログラミング授業実践に至る経緯 

 

 本実践は、三つの専門学科を擁するＡ県立Ｂ高等学校で行った。2021(令和３)年３月、佐熊はＣ

学科１年生の「数学Ⅰ」で、ロボットを利用したプログラミングの授業を２時間実施した。当初は、

柴原が提案したプログラミング教材「Scratch」1)を用いることで、数学でも大切な論理的思考力を育

むことを目指していたが、インターフェースが小学生向けの教材であることから、高校生の興味を

引くことができるか不安があった。その時、パソコン上でプログラムすることで動きを制御するロ

ボット(「プログラミング・フォロ for PaletteIDE」2))をＣ学科３年生が「課題研究」の授業で使用

しているとの情報を得、佐熊が実際に使用してみたところ、パソコン上でプログラムすることで、

プログラミングに初めて取り組む生徒でも抵抗感なく自分の思い描いたようにロボットを動かすこ

とができ、楽しみながら学ぶことができる教材であることがわかった。そこで佐熊は、「プログラミ

ングの楽しさと有用性を知り、３年生の課題研究の授業で生かす」という目的で、「数学Ⅰ」の授業

の中でプログラミングによるロボットをコントロールする授業を実施した。 

 授業では、グループで障害物を避けてロボットを指定の位置(ゴール)まで動かすプログラムを作

成することを課題とした。また、ワークシートにロボットを動かすための流れ図を記述させ、生徒

がロボットを動かす手順を論理的に考えているかを確認した。初めてのプログラミング経験である

ことから、短い時間の中でゴールまでたどり着いたグループは少なかったが、授業後の振り返りに

 
図１ 新学習指導要領告示前後の教育に関する動き 
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「家庭で生かせることがあれば使用してみたい」、「ものを運べるようにしてみたい」などと記述し

ている生徒がおり、ロボットを自分の意図どおりに動かすことのできるプログラミングに興味を示

していることが分かった。さらに、ワークシートへの記述から、各グループとも、ゴールにたどり

つくために、「試行→エラー→修正→試行」のサイクルを繰り返していたこともわかった。 

 これらのことから佐熊は、生徒にとってより身近な事象を扱うことで「結果を得るためには一連

の適切な手順が重要である」ことに焦点を当てたプログラミング的思考を学習できると考えた。そ

こで、伊藤が担当するＤ学科２年生の「総合実習」の授業で得たデータ(官能評価)を、佐熊が「数

学Ａ」の授業でグラフ化して分析することをとおして、学科を越えた教科横断的なプログラミング

的思考を育む授業実践を試みた。 

 

 

２ 授業実践Ⅰ 製造原理の理解を深めるための調理実習：クッキーを題材として 

(１) 授業の概要 

 Ｂ高等学校Ｄ学科の２年生29名を対象として、科目「総合実習」において「温度と反応速度：

理想的なクッキーを作るには？」という題材で３時限連続(休憩時間も含め合計２時間50分)の実

習を行った。クラスを二つに分け、それぞれ2021年11月２日(14名)、同月16日(15名)の２回に分

けて実習の授業を行った。さらに、各回とも生徒を３～４人の小グループに分け、グループごと

にクッキーの調理と官能評価を行った。 

(２) 題材設定の背景 

 Ｂ高等学校の科目「総合実習」における食品製造実習では、水産加工食品をはじめとした各種

食品の製造を通じて、関係する知識・技術を習得することをねらいとしている。特に、製造原理

を理解し、目的に応じた調理法を選択できるようになることは、食品加工はもとより、調理・製

菓を含めた食品技術者に欠くことのできない能力である。そこで、実習を通じて調理法や条件の

違いが食品にどのような影響をもたらすかを確かめ、実践に基づく理解を促したいと考えた。 

 実習にあたり、以下の二つの観点からクッキーを教材として選定した。 

・ 材料が少なく工程が単純であるため、仕上がりに食材の状態や調理者の技量といったラン

ダムな要素の影響を受けにくいこと。 

・ オーブンによる加熱調理のため、温度と時間による条件を設定しやすいこと。 

(３) 教材の概要 

ア 加熱条件の設定 

 クッキーを異なる温度と時間の組み合わせによって調理し、加熱温度と時間の違いが焼き上

がりにどのような変化をもたらすか検討した。Potter3)によると、褐変や香ばしい風味を生じさ

せるメイラード反応はおよそ150℃以上で顕著に生じ、同様に焼き色と風味を生じさせる糖の

カラメル化は180℃以上で生じる。これをふまえて、４通りの加熱温度(140℃、160℃、180℃、

200℃)と６通りの加熱時間(5分、10分、15分、20分、25分、30分)を組み合わせ、合計24通りの

加熱条件を設定した。 
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イ クッキーの調理 

 クッキー生地の調製は、Potter4)にしたがった。生地を15gずつ測りとって天板に並べ、一つの

加熱条件につき２枚ずつ割り当てた。140℃、

160℃、180℃、200℃に設定したオーブンを各１台

用意し、天板を入れて加熱した。焼き初めから５

分経過するごとにクッキーを２枚ずつ取り出し、

Ａ１判大の用紙に印刷した表に並べた(図２)。 

ウ 官能評価 

 24通りのクッキーに対して、和田5)を参考に、

「表面の色」「香り」「甘さ」「硬さ」「砕けや

すさ」「口どけ」「総合評価」の７項目(表１)に

ついて官能評価を行った。 

 また、生徒は「官能評価のワークシート(図３)」に、官能評価で項目ごとに「最も良かった

もの」「２番目に良かったもの」「３番目に良かったもの」を判断し、その時の温度および時

間を記録した。 

 

 

 
図２ 焼き上がったクッキーを並べた様子 

表１ 官能評価の項目と評価規準 

項目 基 準 

表面の色 きつね色の焼き色が良く出ているか 

香り クッキーの香ばしい香りが感じられたか 

甘さ 甘味を強く感じたか 

硬さ 口にしたときに硬さを感じたか 

砕けやすさ 口にしたときに砕けやすかったか 

口どけ 口の中で溶けるような食感を感じたか 

総合評価 最もおいしいと感じたものはどれか 

 

 

図３ 官能評価の記入シート(抜粋) 
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エ 考察・まとめ 

 生徒は、官能評価の結果をもとに、次の課題１～課題３についての考察をワークシートに記

入した。 

課題１ 低温・長時間(140℃・30分)焼いたものと高温・短時間(200℃・5分)焼いたものを比

較すると、どのような違いがあるだろうか？ 

課題２ きつね色(茶色)の焼き色がつく時間は、温度ごとにどれくらい違うだろうか？また、

温度により焼き色に違いはあるだろうか？ 

課題３ 外側がさくっと、内側がしっとりとした食感のクッキーを作るには、どんな条件が

良いだろうか？ 

 これらの考察を通じ、調理条件の操作によりねらいとする食品の変化を生じさせられること

の理解を図った。なお、課題１及び課題２についてはPotter6)を参考とした。 

(５)  授業の結果と考察 

ア 授業の経過 

 実習に先立ち「食品製造」の授業において加熱調理による食品の変化について紹介し、香ば

しい風味や焼き色がメイラード反応や糖のカラメル化といった化学反応により生じること、ま

たこれらの反応は高温ほど早く進むことから、クッキーの風味や食感は焼き加減(温度や時間)

によって調整できることを説明した。 

 調理中５分ごとにクッキーを取り出す場面においては、温度により焼き色に差が生じていく

様子を見て関心を示す生徒が多く、さらに加熱を続けるとどのように変化するかについてグル

ープで予想する姿も見られた(図４)。 

 官能評価時には、グループごとに試食しながら熱心に話しあう姿が見られた。机間巡視しな

がら適宜「焼き色の良いものは香りも良いか」「焼き時間の長さと硬さ・もろさの関係はどう

か」等の発問をとおして、項目間の関連や加熱条件による食品の変化について考えさせるよう

にした。 

 

 
図４ 調理中の様子 



茨城大学全学教職センター研究報告(2021) 

 - 190 - 

イ ワークシートによる考察 

 課題１では、低温・長時間(140℃・30分)と高温・短時間(200℃・5分)の条件を比較させた。

生徒の考察においては、硬さに注目して比較したものや、甘さの違いに注目したものが多くみ

られた(生徒１、生徒２)。低温・長時間では中心部まで火が通り軽い食感になる一方、高温・

短時間では中心部に十分火が通らずしっとりとした食感になる。また長時間の加熱は砂糖の溶

解やメイラード反応を生じ風味に影響すると考えられる。いずれも製造原理の理解につながる

着眼点といえ、対照的な二つの条件を比較することで調理条件の違いと食品の変化の関係につ

いてよく検討できていた。 

生徒１ 硬さが全然ちがった。200℃５分は粉の味みたいにクッキーの味があまりなかっ

た。140℃30分は甘さが少なかった。 

生徒２ 色はあまり変わらないが、かたさがちがう(140℃30分の方がかたい)。 

 甘みも20分の方がすくなく、５分の方が甘い。 

 課題２では、多くの生徒が「温度が高くなるほど早く焼き色が付く」という傾向を見いだせ

ていた。また、メイラード反応が顕著になる150℃を下回ると焼き色がつきにくくなることを指

摘する生徒や、温度ごとに具体的な時間を挙げる生徒もおり、実験結果をもとに法則性を発見

できていた(生徒３、生徒４)。 

生徒３ 140℃はきれいな色はあまりなかった。 

 160℃は15分、180℃は10分、200℃は10分がちょうどよい。 

 ↑これいじょうやいてしまうといいいろにならないようです。 

生徒４ 温度が低い場合、30分間焼いたことでいい焼き色ができた。そして高温の場合、

10分ぐらいでちょうどよかったけど、15分～20分でこげはじめ、30分にはまっく

ろだった。160℃～180℃は15分の時がどちらもよかった。180℃のほうが色が茶色

だったけど、いいきつね色だった。160℃の20分～25分もいいぐらいの茶色だった。 

 課題３では、官能評価の結果をふまえ、具体的な条件を示せているものがあった(生徒５)。

ねらいとする食感に対し試食の結果と照らし合わせて温度ごとに加熱時間を検討しており、実

習を通じて加熱温度と時間の関係について理解を深めている様子がうかがえた。また、２段階

の加熱により食感を調整するとしたものや、条件と仕上がりを具体的に示したものもあり、加

熱温度による焼き加減の違いを把握し、条件の設定に活かせていた(生徒６、生徒７)。 

生徒５ 一番おいしかったのは、160℃の15分だった。焼きの温度や時間が一番良かった。

200℃の場合高温なので、10分ぐらいがいいぐらいだった。140℃の場合30分の長

時間焼かないとなまっぽくなってしまう。180℃も10分がほどよく中がしっとり

としているようだった。 

生徒６ 高温なら短時間、低温なら長時間 

低温で焼き、仕上げに高温で少し焼くと良いかもしれない。 

生徒７ すこしたかめのおんどでみじかい時間でやく(180℃10分ぐらいがよい！) 

ひょうめんにやきいろをつけつつ、なかはほんのりやわらかい！ 
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(６) まとめと今後の課題 

 実習中の議論の様子やワークシートの考察から、生徒たちは加熱条件の違いにより食品の仕上

がりに変化が生じることを理解し、また高温ほど反応が早く進むといった法則性も見いだせてい

た。官能評価の結果をふまえ、特定の食感を達成するための適当な条件を示せている生徒もおり、

製造原理の理解と応用につながる学習活動になったと考える。 

 一方で、事前の授業で学習していたメイラード反応や糖のカラメル化といった加熱に関する反

応に触れる考察はなく、観察した現象の背景を説明できるまでには至らなかった。調理による食

品の変化を化学反応や反応速度の違いから説明できるようになるために、考察における課題を背

景にある反応に注目させるものとしたり、考察とあわせて学習内容の振り返りを行ったりするこ

とを今後検討したい。また、反応の起きる条件をもとに生徒自身で加熱条件を設定し調理を行う

といった仮説検証型の実験を行うことも理解を深める上で有効であることから、今後の課題とし

たい。 

 

 

３ 授業実践Ⅱ 数学Aにおける官能評価のグラフ化 

 

 本実践では、伊藤の授業実践Ⅰで得られた官能評価を、佐熊が数学Ａの授業においてグラフ化し

て分析する経験をとおして「結果を得るためには一連の適切な手順が重要である」というプログラ

ミング的思考を理解させることを目的とした。単元は数学Ａ「数学と人間の活用」での２時間扱い

とし、学習指導要領数学編(平成30年７月)数学Ａ7)「３．数学と人間の活動」ア(イ)、イ(イ)と学習

指導要領数学編(平成30年７月)情報Ⅰ8)「３．コンピュータとプログラミング」ア(イ)、(ウ)、イ

(ウ)を参考に指導案を作成した。 

(１) 学習指導要領の改訂と第４次産業革命 

 図１に示したように、新学習指導要領は第５期科学技術基本計画9)の後に告示されている。従っ

て、新学習指導要領の検討段階で、第５期科学技術基本計画に謳われているSociety5.0を念頭にお

いていることは十分に考えられる。また、同年に出された「小学校段階におけるプログラミング

教育の在り方について(議論の取りまとめ)」10)の最初の項が「いわゆる「第４次産業革命」は教

育に何をもたらすのか」とあることから、小学校でのプログラミング教育の根底には「第４次産

業革命」があることが容易に推測できる。そう考えるとき、清水が言うように「AI時代、第４次

産業革命の進展を念頭において」11)学習指導要領の改訂作業が行われたことは容易に理解できる

し、「新しい学習指導要領が実現を目指す学力観の構造は、第４次産業革命への対応を念頭にお

いています。この一つ前の2008年の改訂は、習得・活用・探求、「習得と探求を活用でつなぐ」

というコンセプトで行われました。･･･略･･･今回はそれを前提としながら、その上に「自立と協

働による創造」、自立・協働・創造をのせてきたということです。」12)と述べていることからも、

新学習指導要領が検討段階から第４次産業革命及びSocety5.0への対応を考えていたことが理解

できる。 



茨城大学全学教職センター研究報告(2021) 

 - 192 - 

 更に、新学習指導要領

に示されている数学の三

つの目標13)と「Society5.0
に向けた人材育成」14)に

示された「共通に求めら

れる力」を比較してみる

(表２)と、表現に差異は

あるものの、ほぼ同じ内

容であることが分かる。 

 そこで今回の授業実践

では、数学の三つの目標

を具現化するため、それ

ぞれ次のような取組を行った。 

 目標(１)について：食品製造や身の回りの事象を通して、その事象をGeoGebra15)でグラフ化す

ることができ、アルゴリズムを表現する知識や技能を身に付ける。 

 目標(２)について：GeoGebraで作成したグラフを用いて、 課題に応じたグラフ化を行い、論理

的に課題の解答を考察する力、解答を導き出した理由を言葉や文で表現する力を身に付ける。 

 目標(３)について：適切なグラフ化を行うよさを認識し、問題解決の過程を振り返って評価・

改善しようとする態度を身に付ける。 

(２) 単元の評価規準 

 授業における評価規準を、表３のとおりとした。 

(３) 単元について 

ア 題材観   

 本単元は学習指導要領数学編(平成30年７月)数学Ａ「３．数学と人間の活動」16)に位置付け

られている。ねらいは、課題解決に必要な論理的思考力(プログラミング的思考力)を身に付け

るとともに、生徒が日々学んでいる科目「総合実習」においても、事象をグラフ化することの

有用性を理解させることとした。この学習を経て、食品製造及び販売において今後必要なこと

は何かを考察し、３年生の「課題研究」の授業で課題解決型の学びに取り組む際に論理的に筋

道を立てて活動ができるようにする。 

イ 生徒観 

表３ 授業における評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

知識 結果を得るために適切なアル

ゴリズムが重要であることを理

解している。 

技能 GeoGebraで結果をグラフに

することができる。 

思考 グラフから、論理的に考察す

ることができる。 

表現 課題解決の理由を言葉や文

で表現することができる。 

態度 適切なアルゴリズムや事象

のグラフ化を行うよさを認識

し、問題解決の過程と結果を自

ら振り返り評価・改善しようと

している。 

 

表２ 「学習指導要領」に示されている「数学の三つの目標」と「Society5.0に向

けた人材育成」に示された「共通に求められる力」の比較 

数学の目標 共通に求められる力 

(１) 数学における基本的な概念や原理・法則を体系的に理解すると

ともに，事象を数学化したり，数学的に解釈したり，数学的に表

現・処理したりする技能を身に付けるようにする。 

① 文章や情報を正確

に読み解き、対話す

る力 

(２) 数学を活用して事象を論理的に考察する力，事象の本質や他の

事象との関係を認識し統合的・発展的に考察する力，数学的な表

現を用いて事象を簡潔・明瞭・的確に表現する力を養う。 

② 科学的に思考・吟

味し活用する力 

(３) 数学のよさを認識し積極的に数学を活用しようとする態度，粘

り強く考え数学的論拠に基づいて判断しようとする態度，問題解

決の過程を振り返って考察を深めたり，評価・改善したりしよう

とする態度や創造性の基礎を養う。 

③ 価値を見つけ生み

出す感性と力、好奇

心・探求力 
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 Ｄ学科２年(29名)はこれまでに、中学３年生でデータの分析、高校１年生で２次関数の学習

に取り組んできた。関数やグラフに対して苦手意識を持っている生徒が多い。また、生徒はICT
を用いた学習の経験がほとんど無いため、機器の操作に不安がある。 

ウ 指導観 

 科目「総合実習」で取り上げる、メイラード反応や糖のカラメル化といった製造原理に関係

し、かつ生徒が興味を持ちそうな「クッキーの製作」を題材とする。生徒一人一人に「Chromebook」
を貸し出して、この活動で得たデータをグラフ化するために用いる、「GeoGebra」という動的

数学ソフトウェアの使用方法を学ばせる。その上で、活動から得られたデータをもとに適切に

グラフ化させ、課題解決させていく。これを通して、事象のグラフ化の有用性とグラフから読

み取る面白さを伝えていき、データやグラフの違いによって結果や精度が異なることを理解さ

せる。さらに、この結果から、実際にクッキーを製造・販売する際にどのようなことを考えな

くてはいけないかを予測させる。 

(４) 授業実践 

第１時 

〇問題(課題)：佐熊が提供したデータから、グループごとにGeoGebraを使って散布図を作成

し、相関について考察する。 

〇まとめ(結論)：GeoGebraで散布図を作成し、相関について考察することが出来る。 

第２時(本時) 

〇問題(課題)：美味しいクッキーを作るための必要な要因を考察する。 

１ 食品製造の授業で得た官能評価を点数化(上位３項目を順に３点、２点、１点とし、

それ以外は０点とする。)してスプレッドシート上で表にまとめる。 

２ 上記１で作成した表から、総合評価と点数の合計点をGeoGebraに入力し、散布図を

作成する。 

３ 上記２で作成した散布図から、次の課題４～課題７について考察する。 

課題４ 作成した散布図から、どのような相関があると言えるか。 

課題５ 総合評価(美味しさ)と合計点から分かることは何か。 

課題６ 総合評価(美味しさ)に関係しない項目は何か。 

課題７ 美味しいクッキーを製作するにはどのようにすれば良いか。 

〇まとめ(結論)： 美味しいクッキーを製作するには、適切な過程や方法が重要であること

を理解し、それを基に、次のクッキー製作に向けた新たな予測を行うことができる。 

 

(５) 授業の分析 

 第１時では、生徒たちがキーボード操作に不慣れだったため、２時間かけて授業を実施し、ス

プレッドシート上に作成したデータをGeoGebraで散布図にする方法を生徒たちに習得させた。作

成された散布図に興味を持ち、自ら進んで散布図の相関を調べ、二つのデータの関係を考察して

いるなど、生徒の主体的な学びを見ることができた。 
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 第２時(本時)では、目的が「美味しいクッキーを製作するために必要な要因を探る」であるこ

と確認し、その後、「食品製造」の授業で得た官能評価を得点化し、スプレッドシート上にまと

めた(表４)。 

 例えば、表４の左枠内で「色」の１位(３点)に「180℃・10分」を入力すると、Ｅ部の「180℃・

10分」に３点が入るようになっている。これを班員それぞれが入力することで、六つの項目で評

価した24種類のクッキーを「合計」の列で順位付けすることが可能である。 

 課題４では、横軸を「総合評価」、縦軸を「合計」とした散布図をGeoGebraで作成し、二つの

相関を調べさせた。その作成方法はスプレッドシートの「総合評価」と「合計」の列をGeoGebra
の表計算シートに貼り付けて、散布図を作成させるというものである。八つの班(３～４名編制)

ごとにそれぞれの散布図(図５)を作成し、相関を話し合って調べることができていた。ここでは、

作成した散布図がどのような相関なのかを班員で話し合って考察する姿が見られた。各班で作成

した散布図を電子黒板で全員に共有させた際は、興味をもって見たり、自分の班の散布図との違

いに驚いていたりしていた。 

表４ 官能評価を得点化した７班の例 

 

(注)・ 「総合評価」はクッキー試食し、「美味しさ」を総合的に評価したもので、六つの項目と同様に３点～１点

で得点化している。 

・ 「合計」は、24種類のクッキーを」六つの項目で評価し、その合計点で順位付けしている。ただし、「総合

評価」の点数は含まれていない。 

Ｅ部 
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 課題５では、得られた散布図から「総合評価(美味しさ)」と「合計」との関係を考察させた際、

「総合評価(美味しさ)と合計点から分かることは？」との問いに対し、散布図から読み取ること

ができている生徒が多く、この時点で、「総合評価(美味しさ)」に関係しない項目を予想してい

る生徒もいた。また、生徒８及び生徒９のようも考察があった。 

生徒８ ０のとこにいっぱい点ある。 

生徒９ 総合評価が低くても、合計が高い。→例えば美味しくはないけど、色はいいよね、

みたいなのがある。 

 生徒８は「０に点が集まっている」ことに気づいていたが、どうして０に集まっているのか、

この評価は適切なのかということに誘導できなかった。もし誘導できていれば、生徒から「点数

を24種類のクッキーすべてに与えて評価をする」というような考えが生まれ、より厳密な評価方

法の考察につなげられたと考える。生徒９(７班)は、作成した散布図から総合評価が低くて合計

が高い点に注目し、その理由をスプレッドシート(表４)から考えていた。確かに、「180℃・10分」

のクッキーは色の点数が高いのに、総合評価が０点であるのが分かる。生徒９のように、気にな

 
１班                          ２班 

 
３班                         ４班 

 
５班                        ６班 

 
７班                         ８班 

図５ 「総合評価(横軸)」と「合計点(縦軸)」の散布図 
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る点を自ら原因を調べ、考察することはこの授業の大きな目的であった。 

 課題６では、「総合評価(美味しさ)」に関係しない項目を探すために、六つの中の特定の項目

と「総合評価(美味しさ)」のデータをスプレッドシートから抽出させ、電子黒板で抽出方法を見

せながら負の相関または無相関になる散布図を探すように伝えた。このように伝えた理由は、負

の相関または無相関であれば、生徒は選んだ項目が美味しさに関係ないのではと予想できると考

えたからである。その後、班員で話し合ったり、六つの項目ごとの散布図の作成を分担し、効率

よく進めていたりしていた。特に、班員で効率のよい考察方法を考えていたことは、課題解決の

過程で重要だと考える。ここでは、生徒10及び生徒11が総合評価(美味しさ)に関係しない項目を

選ぶ理由となった散布図(図

６)を載せた。横軸が「硬さ」

（図６左）及び「口溶け」（図

６右）、縦軸が「総合評価」

の散布図となっている。しか

し、負の相関と無相関から探

す意味を理解していない生

徒もいたため、その生徒には、

具体例を交えながら「どうし

て特定の項目と総合評価を

抽出しているのか」、「抽出して得た散布図が何を表しているのか」などと発問するべきだった

と考える。 

 課題７では、課題６の美味しさに関係しないと予想される項目をもとに、改めて美味しいクッ

キーを製作するための考察をさせた。さらに、３年生の課題研究でクッキーを製作し販売すると

いう想定もさせた。 

生徒12 硬さや砕けやすさの点数が高くなくても、甘さなどを重点的に考えられれば美味

しくなると思った。 

生徒13 負ではないが、口溶けの項目は無になったので、はぶいても良いと思う。 

なめらかさなど求めてみてもよいのではないでしょうか。 

もしくはもう少し味の方を求めれば良いと思います。 

 課題６同様、生徒12及び生徒13は、美味しさに必要ない項目を選び、何に注目すれば良いかま

で考察していることが分かる。さらに、生徒13は「なめらかさ」という新しい評価項目を加える

ことを提案していた。この他に、「形」や「厚さ」という新しい項目を考えた生徒もいた。改善

点を見つけ、新しいものを導入してみるという考察は授業のまとめにつながる重要なことであっ

た。ここまで具体的でなくても、「温度と時間に気を付ける」や「色はきつね色がよい」などと

製作する上で注意する点を回答していた生徒がほとんどであった。Ｄ学科の生徒にとって課題７

は考えやすい題材であったと考える。しかし、根拠をもとに論理的に考察させるためには、「ど

うして温度と時間に気を付けるのか」、「どうしてきつね色が良いと分かったのか」などという

質問をし、生徒自ら理由を引き出す必要があったと考える。 

 

 
図６ 生徒10及び生徒11の「ある項目(横軸)」と「総合評価(縦軸)」の散布図 
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 授業のまとめでは、最初に「課題解決には適切な過程や方法が重要」、「その結果から新たな

予測ができる」の二つを伝えた。その理由は、この授業を通して、適切でない過程や方法は信頼

性の低い結果が生まれることと、得られた結果から改善点を見つけ出し、修正することの重要性

を理解してほしいと考えたからである。授業後半の時間のない中で生徒14はこの評価方法の改善

点をみつけ、新しい評価方法を提示していた。このような考えを多く引き出すためには、「課題

４で作成した散布図はどうして各班で違うのか」、「課題６で回答した項目が美味しさに本当に

必要ないのか」という質問をする必要があったと考える。 

生徒14 ①課題解決には適切な過程や方法が重要！ 

 その結果から新たな予測ができる。 

②４人では分からないのでもう少し多くそして同じ条件で行うべき 

 

(６) まとめと今後の課題 

 生徒13、生徒14の回答のように、結果から改善点を見つけ、新たな評価方法を考察できていた

ことは、大きな成果だと考える。答えが一つではない課題であったためか、生徒は自由に考えや

意見をワークシートに回答していた。また、授業の最後に、各班の散布図や考察結果がばらばら

であることに触れ、この評価方法が適切であるかどうかを生徒に問いながらまとめをすることで、

「結果を得るための適切な手順の重要性」を伝えることができたと考える。さらに、色付きで、

鮮明なグラフを生徒同士で共有できたことは、タブレット使用の大きな利点であると考えられる。 

 今後の課題として、今回は美味しいクッキーを製作するためにスプレッドシートとGeoGebraを

使用したが、ほかの場面でも使用したいと考えている。例えば、食品製造の授業の「食品の冷凍・

解凍法」で官能評価を扱う際や、３年生の課題研究で食品製造をする際に、数学の授業でGeoGebra

等を用いてデータを可視化するという分析の時間を取り入れるなどして、論理的思考力と課題解

決能力を教科横断的な授業の中で養わせていきたい。さらに、今回はあらかじめ作成されたスプ

レッドシートや評価方法をもとに実施したが、今後は、評価する対象に合わせた評価方法を生徒

が一から構築させることも検討していきたい。 

 

 

まとめ 

 

 今回の実践の目的は、教科横断的な取組により、プログラミング的思考の基本である分岐、シー

クエンスを組み合わせることで「結果を得るための適切な手順の重要性」を理解させることであっ

た。美味しいクッキーを製作するために、GeoGebraを使用して官能評価のデータを散布図にして考

察させ、その結果から評価方法を振り返りさせたことで、プログラミング的思考を育む当初の目的

は達成できた。また、一つの課題に対して多面的な見方から解決する力を育む取組を、「総合実習」

と「数学Ａ」という学科を越えた教科横断的な授業実践の意義は大きい。特に、食実習の結果を数

学の授業につなげることができたのも、食品製造の実習内容が伊藤により綿密に構築されていたこ

とが大きな要因であった。さらに、数学科教員である佐熊が、Ｄ学科の教員との話し合いや、実習

の見学をとおして、数学の授業では見られない生徒の姿に感動したり、新たな授業のアイデアが湧
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いてきたりと、学科と教科の壁を越えた授業連携の大切さを実感することができた。特にＢ高等学

校は３学科がそれぞれ異なる分野・内容の実習を実施していることから、学科を越えて実習内容を

連携させたり、専門学科の実習と普通教科の授業を連携させたりすることで、他校では真似のでき

ない発問や問題提起が授業内で可能になり、生徒も興味をもって問題に取り組むことが期待できる。

更に、専門学科の実習と普通教科の授業とを教科横断的な視点からマネジメントすることで、生徒

たちの「深い学び」の実現に繋がることも期待できる。 

 今回は「数学Ａ」と「総合実習」の授業で教科横断的な実践をおこなったが、今後は、専門学科

の実習と数学、理科、家庭等の普通教科を連携させることで、実習内容を分析的に見る過程をとお

してプログラミング的思考力を育むとともに、学科を越えた教科横断的な授業の効果についての評

価についても研究を深めていきたい。 
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