
第○学年技術・家庭科（技術分野）学習指導案

指導者（技術領域専攻）○○○○

（指導担当教員 ○○○○）

１．日時 平成○○年○○月○○日（○曜） 第○校時（○○:○○～○○:○○)

２．学年・組 第○学年○組 計○名

３．場所 技術室

４．題材名 「機器のしくみと保守点検」電気の安全な利用（Ａ技術とものづくり ）

５．題材の目標

(生活や技術への関心・意欲・態度)

・電気機器や機械のしくみを調べ，機器の保守や事故防止に努めようとする。

(生活を工夫し創造する能力)

・機器のしくみや構造に着目して点検する項目や方法を考える。

(生活の技能)

・機器を使用する際の事故防止ができる。

(生活や技術についての知識・理解)

・電気回路や機器の保守と事故防止に関する知識を身に付ける。

６．題材について

①題材観

現在，私達は様々な装置や機器を利用し便利で快適な生活を送っている。しかしながら，それら

の機器のしくみを知ることなく，利用していることが多くある。また近年，機器などのしくみは，

ますますブラックボックス化し，どのようにして動作しているのかを知る機会も失われつつある。

そのため，簡易な保守点検をすればより長く利用できる物も，簡易なトラブルで遺棄されたり，間

違った方法であると知らずに，危険な方法での利用を行ったりする例も見られる。

そこで，この題材においては，生徒達の身近にあってよく利用し，またそのしくみも比較的簡易

で基礎的な装置や機器を取り上げ，そのしくみや保守点検について学習することで，機器の安全な

利用や，簡単なトラブルへの対処方法などを身につけることをねらいとする。

本時では，生活のあらゆる場面において何気なく利用され，我々の便利で快適な生活を支えてい

る電気が取り扱われる。コンセントから取り出されるこの電気に，注意をはらうことはあまりない

が，取り扱いを誤ると大変危険なことになるため，その危険防止が必要となる。そこで，生徒が家

庭で一般的に利用されている交流電源の危険性や電気機器の老朽化などに伴う漏電事故，それによ

って発生する感電や短絡，そして感電等についての危険性や，その危険防止のための接地線接続の

必要性，コンセントと接地線の関係などを知ることをねらいとする。

②生徒観

○年○組は，明るく活動的な雰囲気で積極的な発言も多いクラスである。作業が好きで物作りの

場面を楽しんでいる反面，電気の理論的な部分はやや苦手な傾向が見られる。電気に関してはすで

に理科の学習において，電流や電圧のなどの基礎的な知識は実験などを通して学習しているが，生

活に深く結びつけて理解できている生徒は少ないと思われる。

多くの生徒は，様々な機器や装置を特別な注意をはらうことなく活用し生活している。しかし，

身の回りには便利な機器や装置があふれているものの，そのしくみを詳しく知るものは少なく，そ



の利用方法や操作方法に興味はあっても，その保守点検などを詳しく知ろうとはしていない。その

ため，簡単なトラブルであっても修理点検より，新品への交換や買い換えに意識が向いてしまいが

ちである。また，誤った使用法による事故の危険性についてもあまり深くは考えたことがある生徒

は少ないと思われる。

③指導観

機器や装置のしくみについての基礎的な部分に焦点を当て，紙面だけではわかりにくいため，で

きるだけ実物を提示しながら指導を進めようと考える。例えば，電気は目で見えないためため口頭

での説明や水などで例えて図示するなどの方法をとることが多いが，電流１Ａ（アンペア）がどれ

ぐらいの大きさなのか，長さや重さなどと異なり具体物で表現しにくいため，把握させることが難

しい。そこで，実際にコンセントからの電気を短絡させ電気火花を飛ばせ，電気コードの芯線であ

る銅が一瞬にして溶けて飛び散る様子をみせることから電気のイメージをつかませたい。

また，普段何気なく利用している電気が一歩間違えばいかに危険な物であるか知らせる必要があ

るとともに，その危険を回避できる知識をも理解させる必要があると考える。

７．指導計画（全９時間）

第一次 電気を使う機器を調べよう ・・・１時間

第二次 電気に関する基礎知識 ・・・１時間

第三次 動力を伝達するしくみを調べよう ・・・２時間

第四次 機器に使われている部品を調べよう ・・・１時間

第五次 電気の安全な利用 ・・・２時間（本時 １／２）

第六次 回路計を使った機器の保守点検 ・・・２時間

８．本時の学習

①本時の目標

・家庭用交流電源における漏電から発生する感電の危険性について知る。

・コンセントの穴のそれぞれの役割を知る。

・接地線の必要性について理解する。

②本時の展開 ○主なる指示・発問 ■評価

区分 学習活動と内容 指導上の留意点・支援・評価 準備物・資料

（予想される生徒の反応） （教師の活動） 等

導入 １．本時の学習内容を確認する。 ・本時の学習内容を知らせる。

5分 「電池です。」 ○「一般的に利用される電源は何です 電池

「コンセントです。」 か。」 コンセント

○「電池は今まで学習したことがあるで

しょう。今日はコンセントについて学習

しましょう。」

・テーブルタップで学習を行う。 ○「今日は「テーブルタップ」でコンセ テーブルタッ

ントの学習を行います。テーブルタップ コンセント

を机の上に置きましょう。」

・コンセントと同じ差し込み口の形状を

したテーブルタップを用意し，通電側が



コンセントと同じようにあらかじめつな

いでおく。

展開 ２．コンセント(テーブルタップ)の特徴につ

37分 いて知る。

コンセントの特徴を知ろう。

・コンセントの特徴を知る。

「穴が２つある。」 ○「コンセント（テーブルタップ）をよ

「大きさが違う。」 く見て気づいたことを発表しましょう。」

「長さが違う。」

・コンセントの穴の大きさの違いを知り，通 ○コンセントの穴の大きさの違いに着目

電が片方だけであることを知る。 させ，電気は片方からしか供給されてい

ない事を知らせる。

「長い方です。」 ○「どちらが通電側だと思いますか。」

「短い方です。」 ・どちら側から電気が供給されているか

・通電側を予想する。 予想させる。

３．通電側を調べる。

通電側をしらべよう。

○「どちらから電気がきているのか調べ 検電ドライバ

てみましょう。」 ー

・検電ドライバーを用意し，使用方法・注意 ・検電ドライバーを用意し，使用方法・

点を理解する。 注意点を説明する。

「100Vです。」 ○「一般家庭で利用しているコンセント

「100Aです。」 の電圧は何Ｖでしょう？電流は何Ａでし

ょう？」

・検電ドライバーで調べる。 ○検電ドライバーで調べさせる。

・どちらが通電しているかを知る。 ・どちらが通電しているか確認させる。

４．電気を視覚的に見る。

電気はどうやったら視覚的にみえるだろう？

「コードをむく。」 ○「コンセントの電気ってどうやったら

「コードを合わせる。」 みることができるだろう。」

・電気火花と導線が溶けて飛び散る様子を見 ・コードをショートさせることで視覚的 芯線がみえる

る。 に捉えさせる。 状態にしたコ

・大きなエネルギーを持った電気であること ・ショートした際に飛び散った小さな火 ード

を知る。 玉が銅であり，銅を一瞬で赤熱させるほ 電気作業用革

とのエネルギーをもっていることを知ら 手袋



せる。

５．電気による事故について知る。（漏電と感

電）

漏電と感電について理解しよう。

「火事になる。」 ○「家電製品が古くなったり，壊れたり

「ビリビリする。」 して電気漏れが起こるとどんなことが起

こるだろう？」

・漏電について知る。 ・漏電について説明する。

「1Aです。」 ○「人体に，どれぐらい電流が流れると

「100Aだと思います。」 危険だと思いますか？（低電圧で50～60

Hzの交流が成人男性の左手から両足に抜

けた場合で，通電時間は0.5秒を想定）」

「即死です。」 ○「実際に感電するとどうなるでしょ

「意識不明になります。」 う？」

「電気が少量だと平気です。」

・感電について理解する。 ・具体例を挙げて解説するとともに，年

齢，性別，体調などによる個人差が大き

く，数mAでも死に至るケースがあること

を知らせる。

・人体を流れる電流量と人体への影響を知る。 ・人間皮膚抵抗値，体内抵抗値を知らせ

・家庭用電源で感電した際の通電量を算出す る。

る（約0.018A)。 ・家庭用電源で感電した際の通電量を算

出させる。

・命にかかわる危険な状態を知る。 ・時間が長引けば，危険性が飛躍的に高

まることを押さえる。

「洗濯機です。水に濡れているからです。」 ○「漏電が起こると特に怖い電気製品は

「冷蔵庫です。感電しやすいからです。」 何でしょう？それはなぜでしょう。」

「食器洗い機です。電気が水につたわりやす

いからです。」

・皮膚がぬれていると危険であることを知る。 ・皮膚がぬれていると抵抗値が大幅に下

がり，感電しやすいことを知らせる。

■感電の危険性を認識できたか。

まとめ ６．電気による事故防止について知る。

8分 電気による事故防止を考えよう。

「アースがある。」 ○「危険な電気製品で，事故防止の為に

・アースについて知る。 必ず行われている対策は何でしょう？」

・水回りのコンセントには接地線取り付



け場所があることを知らせる。

・アースの役割を知る。 ○「アース（接地線）って何だろう。」

・地面が電気を良く通すことを知る。 ・地面が電気を良く通すことを，白熱電 白熱電球，ア

・アース線を接地することで感電の危険を防 球とアース棒をつかって演示する（演示 ース棒

ぐことが出来ることを知る。 は漏電遮断機が作動しない程度の短時間

にとどめる）。

■接地線の必要性について認識できた

か。

・コンセントとアースの関係を知る。 ・コンセントの穴の長い方は，電柱のと

ころでアースにつながっており，正しく

配線されていれば，アースとして利用で

きることを知らせる。

■コンセントの穴のそれぞれの役割を認

識できたか。

・課題内容を知る。 ○「家庭にあるアースが必要な製品につ

いて，正しくアースが接続されているか

調べてみよう（課題）。」

・次時の予告を聞く。 ・次時の予告をする。

③評価（の観点と方法）

・感電の危険性を認識できたか。

・コンセントの穴のそれぞれの役割を認識できたか。

・接地線の必要性について認識できたか。

④板書計画

コンセントの穴 一般家庭 電気回路以外に電気がもれる→漏電

１００V 電気が人体に流れてショックを受ける→感電

１５～２０A

電気が

流れる １mA 感じる程度

アース（接地）側 ５mA 痛い

電気を地面ににがす １０mA 耐えられないほどの痛み

２０mA 筋肉の収縮が激しく，自力で離脱できない

５０mA 相当危険な状態

１００mA 致命的

人体の抵抗 → 約５５００Ω １００V÷５５００Ω

皮膚 約２５００Ω ＝０．０１８・・・

体内 約 ５００Ω 約０，０１８A

約 １８mA


