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巻 頭 言
山形県高等学校教育研究会
工業部会会長 佐藤 正
（米沢工業高等学校長）

本部会の運営に関しまして、会員の先生方からのご理解とご協力に感謝申し上げます。
令和２年度は、新型コロナウィルス感染症拡大によって、予定されていた各専門部会にお
ける研究および高校生ものづくりコンテスト大会等が延期や中止に追い込まれました。
しかし、この状況の中でも会員の皆様には新たな生活様式を遵守しつつ叡智を結集し、
「生徒
たちの学びを止めない」取り組みを行っていただきました。改めて感謝と御礼を申し上げま
す。
さて、本県の工業教育に係る研究課題解決を目指す研究主題を設け 2 年目となりました。

【研究主題】
（１）新たな技術・技能に挑戦するとともに、課題を主体的に・協働的に取組むことができる
人材を育むための指導方法とその評価はどのようにすべきか
（２）Society5.0 社会に備え工業高校は生徒に必要な資質・能力をどのように育むべきか
（３）社会に開かれた教育課程の一環とした地域企業や大学等との連携と協働的・実践的な
取組みの実現を図る教育課程や指導内容および評価方法の在り方はどうあるべきか

すでに、概の学校では教育目標の実現を図るためのグランドデザインから具体的な内容に
落とし込んだカリキュラムの検討も終え、第 1 次案を県教育委員会に提出している段階だと
思います。今年度の県高等学校教育研究会工業部会研究発表会では、県立長井工業高校、県立
山形工業高校、県立酒田光陵高校より研究主題を具現化した実践報告、特別研究委員会から
は 3 年間に渡る本県における工業教育の指針となる研究内容について発表がありました。11
月には、中教審初等教育分科会より、新しい時代の高等学校教育の在り方ワーキンググルー
プで検討された「審議のまとめ」が公開されました。その中では、普通科高校に「学際的な学
びを重点的に取組む学科」
「地域社会に関する学びに重点的に取組む学科」などを設置し、新
しい普通科高校の特色化・魅力化に向けた検討がなされています。
是非、会員の先生方が取り組んでいる研究が、地域を持続的な発展を担う工業技術者を育
む工業高校の未来に、さらには加速度的な変化の最前線にある地域産業界で直接的に学ぶこ
とができるよう、産業界と工業高校が一体となった「社会に開かれた教育課程」の実現に活か
され、新たな普通科高校とは一線を画す魅力あふれる工業高校づくりの礎となることを期待
します。
結びに、本部会が教員の資質向上と、未来を牽引する実践力ある工業技術者の育成へとつ
ながる研究会として今後より一層発展することを祈念いたします。
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次代を切り拓く人材育成
～本県工業科における「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて～
県教育庁高校教育課
指導主事 油井 敏和
今年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による長期間にわたる臨時休業措置が
取られ、この間、先生方より、ICT を活用した教材提供や生徒の心のケアなど、丁寧に
御対応いただきました。また、学校再開後は、「新しい学校生活様式」によるマスク着
用、手指消毒、身体的距離の確保などの感染防止対策の徹底を図りながら、地域産業を
担う実践的なものづくり人材の育成に御尽力いただきましたことを心よりお礼申し上
げます。
今年度のコロナ禍においても、各校で特色ある工業教育の取組みが数多く実践されま
した。特に、工業高校の生徒が、フェイスシールド、消毒液スタンド及びパーテーショ
ンを製作し、地域の保育園や小・中・高等学校、企業等に贈呈する取組みは、コロナ禍
における地域課題の解決、地域貢献につながる実践となりました。また、全国大会にお
いて、「全国高校ビジネスアイディア甲子園」で長井工業高校、「SDGs 探究 AWARDS
2020」で村山産業高校が共に最優秀賞、
「ECO-1 グランプリ」で山形工業高校が「エコ
の環」賞を受賞するなど、素晴らしい成果を収めました。さらに、各校において山形大
学国際事業化センターと連携し、シリコンバレーのスーパーエンジニアを講師としたオ
ンラインによる最先端のプログラミング教育が展開されています。加えて、山形工業高
校の「マンゴープロジェクト」、鶴岡工業高校の「シルクプロジェクト」、米沢工業高校
専攻科の「原方刺し子の伝承」をはじめ、各校において、大学や地域企業との連携によ
る先進的な取組みが実践されました。
Society5.0 の時代の到来、新型コロナウイルスの感染拡大など予測困難な時代におい
て、技術革新に対応した様々なツールを使いこなしながら、課題を見つけだし、解決し、
新たな価値を創出できる人材育成が求められています。今後、各産業分野におけるロボ
ットの技術開発、実用化の推進、AI 時代に対応した人材育成を持続的に実現するための
教育改革が一層推進されていくものと考えられます。このような中、本県では、全県立
高校の普通教室に無線ＬＡＮ（令和２年度）、大型提示装置（令和３年度）を整備すると
ともに、専門高校に、令和３年度にデジタル化に対応した実習設備を整備いたします。
現在、各校において、令和４年度の新高等学校学習指導要領の実施に向けた教育課程の
編成が進められています。今後、新たに整備されるＩＣＴの活用も踏まえ、各教科・科
目等の学習内容及び評価方法の研究・実践が進んでいくものと期待しております。
工業教育では、これまでも、地域、産業界、高等教育機関等と連携したものづくり活
動や、「実習」、「課題研究」を中心に主体的に取り組む態度や、教員、生徒及び外部の
方々との対話による協働的な学びを重視してきました。今後、地域や社会の健全で持続
的な発展を担う人材の育成に向け、地域や産業界等との連携を一層深めるとともに、Ｉ
ＣＴをより効果的に活用した生徒一人一人に応じた探究的な学びや、実社会での課題解
決に生かしていくための教科横断的な学びを展開していく指導方法の研究と実践に努
めていただきますようお願いいたします。
結びに、工業部会の益々の発展と先生方の御活躍を御期待申し上げます。
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研究発表

〔機械関係科部会〕

酒田光陵高校における溶接指導の経緯
山形県立酒田光陵高等学校
機械制御科 五十嵐 航
を増すために溶接部が正三角形になるように材料の
端を機械加工することである。

１．はじめに
本校が平成２４年に開校した当時は工業科４学
科でのスタートだったが、少子化に伴う学級減で令
和元年度入学生より機械制御科・電気電子科・環境
技術科の３学科体制となった。
その中で機械制御科の実習内容はこれまでの機械
科と電子機械科の流れを踏襲することになるが、こ
れまで築き上げた授業指導以外に溶接に関する技術
技能の構築の経緯を整理した。
２．ＪＩＳ溶接技能者評価試験への取組み
本校では平成２６年度より表題の試験の受験を
生徒に推奨している。それまでは多くの生徒に技能
検定試験（機械加工・機械検査・機械保全・ＣＡＤ・
シーケンス制御・電子機器組み立て）の受験を推奨
してきたが、技能検定試験に溶接に関する受験職種
は存在しない。
また、庄内地区は酒田港からの利便性からか溶接
を生業とする企業が多く、地元企業から生徒への受
験指導依頼があったのがその始まりである。
調べてみると山形県では高校生での受験実績はな
かったが、全国的には溶接の盛んな地区（中国・四
国・九州）では受験しているようであった。同じ高
校生であれば本校でも取り組めると考え、指導体制
の構築を始めた。

６０°開先部

６０°開先加工しながらの切断作業
２枚の突合せ溶接をするには２枚の板と裏板金を
固定する必要がある。その固定ジグも製作した。被
覆アーク溶接と半自動溶接用が６組と、ステンレス
鋼溶接用が３組である。

３．受験種目と指導体制
受験種目は地元企業の方や庄内職業能力開発セ
ンターの先生等と相談して１種目から始め、最終的
に現在は３種目受験させている。
（１）Ａ－２Ｆ
被覆アーク溶接・裏当て金有り・中板・下向き
（２）ＳＡ－２Ｆ
半自動溶接・裏当て金有り・中板・下向き
（３）ＴＮ－Ｆ
ステンレス鋼溶接・裏当て金無し・薄板・下向き
また、指導者として山形県職業能力開発協会より
厚生労働省のものづくりマイスター事業を利用し、
毎年２名の方を派遣していただいている。

ステンレス鋼溶接用固定ジグ

４．受験のためのジグ製作
練習をするには練習材料が必要である。この試
験は２枚の板の突合せ溶接であり、溶接個所は
６０°の開先が取られている。開先とは、溶接強度

ステンレス鋼溶接は酸化防止のために裏側からア
ルゴンガスを噴射する必要がある。そこで脇からガ
スを注入するガス管を取り付けた。
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している地元企業に出向いて練習させていただい
た。

５．合格者数
ＪＩＳ溶接技能者評価試験の過去の合格者数は
以下の通りである。
年度
Ａ－２Ｆ
ＳＡ－２Ｆ
H26
６
H27
１０
８
H28
８
１４
H29
５
８
H30
６
６
R01
６
５
Ａ－２Ｆ：被覆アーク溶接
ＳＡ－２Ｆ：半自動溶接
ＴＮ－Ｆ：ステンレス鋼溶接

ＴＮ－Ｆ

３
３
１
２

外部の方から指導を受ける様子

９．大会に参加して
令和元年８月に愛媛県新居浜市で開催された全
国選抜高校生溶接技術競技会、別名『溶接甲子園』
は今回で第３回を数える。全国から被覆アーク溶接
部門・半自動溶接部門合わせて３７名の選手が参加
した。会場は空調が効き、想像したよりはるかに快
適な環境であった。

６．マイスター事業による指導
前述の通り、この試験の受験前はマイスター事
業より講師を派遣していただいている。毎年３～４
回の講習で生徒の溶接技能は著しく上達する。また
講師はこの試験の経験が豊富なため、様々な対策や
要点を教えていただいている。

マイスターによる溶接指導
会場にて記念撮影

7．全国選抜高校生溶接技術競技会への参加
近年愛媛県新居浜市で開催されている表題の大
会に参加することができた。東北地区で４名の出場
枠であったが、本校のこれまでの溶接教育の取組み
を評価していただき、山形県溶接協会より推薦され
出場が決定した。本校が出場できたのは半自動溶接
部門である。

結果は入賞できなかったが、初めての全国大会で
他の学校の洗練された技能や、競技溶接に取り組む
真摯な姿勢を学ぶことができた。また私自身、他校
や関係機関の方から様々な情報得ることができたの
が収穫であった。

１０．終わりに
令和２年度から、公開競技とはいえ高校生もの
づくりコンテスト全国大会に溶接部門が追加された
（令和２年度は新型コロナウイルスの影響で中
止）。これが始まる前からも全国的には各地方では
県大会や地区大会が盛んに行われている。東北地区
はもとより、山形県でも遅かれ早かれ対応しなくて
はならない時期が来ると考えられる。本校の溶接指
導の取組みがその一助となれるよう今後も継続した
い。

8．大会までの練習
課題はＪＩＳ溶接技能者評価試験のＳＮ－２Ｆ
である。要約すると『半自動溶接・裏当て金無し・
中板・下向き』である。溶接部が溶け落ちる恐れが
ある『裏当て金無し』は本校では経験がなく、そこ
で地元企業の方や溶接材関係企業の方に学校に出向
いていただきで指導を受けた。また、半自動溶接は
被覆アーク溶接と違い、個々の溶接機の取り扱いや
性能が違う。そこで大会で使用される溶接機を保有
-4-

研究発表

〔電気関係科部会〕

ドローンを用いたプログラミング実習の実践
山形県立長井工業高等学校
電子システム科 佐藤 直行

１ はじめに
プログラミング教育は 2020 年度から順次学校教
育の必修教育として導入されていきます。政府指針
としては、小学生のうちにプログラミング的思考を
育成し、中学生でプログラミングに加え、情報セキ
ュリティの知識も充実させます。高校生でさらにネ
ットワークやデータベースについて学ぶことになり
ます。
しかし、現在の長井工業高校生の実情を考えると
電子情報コースを選択している生徒ですら、プログ
ラミングが苦手、分からないという生徒が数多くい
ます。そこで、遊び感覚で楽しくプログラミングが
学べるようなプログラミング教育ツールとして、ド
ローンを用いてみました。

４ 実習テーマに導入
実習テーマとして導入する目的としては、①プ
ログラミングに興味を持たせ、嫌いにさせないこ
と。②主体的・協力的に取り組ませ、自分で考えて
プログラムが作成できることの 2 点に絞って、内
容を考えました。また、ドローンを「飛行させる」
ためのプロセスを踏むことで問題解決力や論理的思
考力が養われることを期待しました。
取り扱う学年としては、プログラミングを学ぶ
前の 1 年生で実施するよう考えました。
大まかな内容は、1 週目に scratch 編、2 週目に
python 編としました。
５ 実習の内容
・Scratch 編
まず、多くの生徒がドローンを操縦したことが無
いので、コントローラで操縦することを体験させま
した。非常に安定した機体ですが、意外と操縦が難
しいという反応が多く聞かれました。

２ 研修会への参加
ドローンプログラミング実習を計画するにあた
り、全国工業高等学校長協会主催の夏期講習会に参
加しました。そこで使用されていたドローンは、
TELLO という機体でした。研修会では、プログラ
ミング言語として Scratch、Python を用いて簡単な
制御実習の体験をしました。使用された実習テキス
トは、クオリティソフト（株）から TELLO 本体と
込みで販売されていて 1 セット 4 万円ほどすると
のことでした。

図１ ドローンの飛行について

３ インターネットで情報収集
TELLO を用いたプログラミングについて、
WEB 検索をしてみると開発環境は、すべて無料で
構築可能であることが分かりました。WEB の助け
により、開発環境からプログラミング、実行までが
自分でも出来るようになり、ドローンを用いてのプ
ログラミング実習の目途が立ちました。
◎必要な環境
・TELLO 本体 ・PC（Wifi が必要）

図２ Scratch のプログラム

・AdobeAIR ・Scratch2.0 ・node V8.1.2

Scratch はビジュアル言語のプログラミング学習
で有名なアプリケーションソフトです。
ドローン制御の大まかな方法としては、①
scratch で TELLO SDK1.3 のコマンド使用できる
ように、ファイルの読み込みをします。そうすると

・tello.js(通信用 javascript ファイル)
・tell.s2e(Scratch 用コマンドファイル)
・Python3.7.3
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Scratch のその他のスクリプトにコマンドが表示さ
れるようになります。②TELLO との通信に必要な
ファイルを実行しますが、手順が少し複雑なので、
BAT ファイルにしておきそのファイルを実行すれ
ば、通信のプログラムが動くように準備をしまし
た。③TELLO と PC の接続は WIFI で直接接続し
ます。ただし、実習を行う際は、TELLO が複数に
なるので自分の機体の番号をしっかり記録してお
き、PC から自分の機体と WIFI 接続しなければな
りません。
この３点を行えば、後は通常の Scratch でのプロ
グラミングで TELLO を制御することができるよう
になります。

send("command")
send("takeoff")
send("forward 100")
send("ccw 90")
send("land")
プログラムの主要な部分
演習内容は前回 Scratch 編で行った内容と全く同
じにしました。同じことをさせることにより、ビジ
ュアル言語との比較やテキスト型プログラミング言
語でも同じ処理で動いていることなど、違いと共通
点について考えられるように配慮しました。

６ 生徒アンケート結果
アンケート結果から１、２の〇を肯定的回答とす
ると今回の目的であるプログラミングに興味を持つ
こと、積極的に参加することは達成できたと思いま
す。
図３ TELLO の機体番号

Q5 実習を通してプログラミングに興味を持ちましたか？

演習は、２人１組で１機を扱うこととしました
が、プログラムは、１人１台のパソコンで各自作成
することとしました。
演習内容は、実習の目的がプログラミングに興味
を持たせることなので、誰でも簡単にでき、かつプ
ログラミングの特徴を少しでも考えられるものとし
ました。また、ペアの生徒との相談も可能として、
わからなければ、協力し合えるよう配慮しました。

人数

％

1 たいへん興味を持った

13

52%

2 興味を持った

12

48%

3 興味が持てなかった

0

0%

Q６ 授業に積極的に参加することができましたか？

人数

％

1 たいへん積極的に参加できた

10

40%

2 積極的に参加できた

14

56%

3 積極的に参加できなかった

1

4%

表１ アンケート結果

・Python 編
今回のドローンプログラミングでは、難しい内容
にならないよう、実習に必要な制御文についてだけ
集中的に話をしました。繰り返しの処理（for 文）
は、先の課題で必要になるので、ここでしっかりと
理解ができるよう例題を一緒に解くなどして対応し
ました。
また、ドローンを飛行させるのに必要な TELLO
SDK1.3 についてもあらためて話をしました。
基本はサンプルプログラムを用意し、SDK のコ
マンドを送信するだけで飛行できるようにしました。

７ 実施しての感想と今後について
Python では、C 言語と同様な制御構文が利用可
能であり、TELLO を使えば、ループ処理の見える
化などがし易いと思いました。また、今回は使用し
ませんでしたが、カメラを搭載しているので
Python に OpenCV を組み込み、画像処理について
の学習などにも発展可能だと思います。
（WEB サ
イトに多数の情報あり）今後研修を重ね発展的な内
容も考えて様々な場面で活用できるようにしていき
たいと思います。
８ 終わりに
実習を実施するにあたり、機材の調達、実習ロー
テーションの変更等の様々な面でのサポートを頂き
ありがとうございました。長井工業高校電子システ
ム科の先生方へ感謝申し上げます。

写真 実習の様子
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研究発表

〔電気関係科部会〕

山工元気プロジェクトの取り組みについて Part1
（農業スマート化グループの活動概要について）
山形県立山形工業高等学校
電気電子科 今田 圭一

１ はじめに
本校は今年創立１００周年を迎え、この記念すべ
き年に学校を盛り上げるために、このプロジェクト
が立ち上がりました。このプロジェクトでは、新た
な挑戦としてスマート植物工場を構築し、
「マンゴ
ー」栽培することとなりました。
ここでは、プロジェクト内の農業スマート化グル
ープの活動についての概要を報告します。

UART

２ スマート農業について
スマート農業とは、ロボット技術や情報通信技術
(ICT)を活用して、省力化・精密化や高品質生産を
実現する等を推進している新たな農業のことです。
日本の農業の現場では、課題の一つとして、担い手
の高齢化が急速に進み、労働力不足が深刻となって
います。そこで、スマート農業を活用することによ
り、農作業における省力・軽労化を更に進められる
事が出来るとともに、新規就農者の確保や栽培技術
力の継承等が期待される効果となります。

WiFi

GoogleDrive

３ システムの概要

LTE・4G

下のＱＲコードを皆様のスマートフォンで読み込
むことで、現在のハウス内の様子をみることができ
ますので、ぜひご覧いただければと思います。

山形工業高校マンゴーハウスは、東北大学の加藤一
幾准教授の助言のもと、
「見える化システム」と
「育成支援システム」の２本柱とし、５月から設計
開発に取り掛かりました。

４ 見える化システムについて
マンゴーハウス内データ(温度・湿度等)をリアル
タイムで更新、またハウス内部の様子を定点カメラ
で撮影し、スマートフォンからいつでも見ることが
出来るように設計しました。
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５ 育成支援システムについて

８ 暖房用ストーブのＯＮ、ＯＦＦについて

過去に製作した植物工場を改良する形で開発に取

(株)山本製作所様よりペレットストーブを借用

り掛かりました。また、生徒製作の管理者用スマホ

し、また、ＢＤＦストーブも電源部のＯＮ／ＯＦＦ

システムも平行して開発しています。

では故障を引き起こす恐れがあります。そこで、各

過去製作した育成システムは下の写真のようなレタ

ストーブのスイッチを押す専用装置(ロボット)を作

ス等の水耕植を管理システムです。

成し、ＯＮ／ＯＦＦを制御することにしました。

ペレットストーブ
今回のマンゴーは鉢植え管理ですので、
「水や
り」システムの設計から開始、ハウス内の温度・湿
度管理と進めていきました。最終的には土壌管理ま
で行う予定です。

６ 水やりについて
水道水を使用し市販のタイマー装置を検討しまし
たが、校舎よりハウスまでの距離を考慮しハウス内
にタンクを設置し定期的に水やりをすることとしま
した。

ＢＤＦストーブ

９ 二酸化炭素の供給について
二酸化炭素が光合成促進に効果があることは知ら
れています。市販の装置はいずれも高価であり、ま
た、特に夏季は、ハウス内の温度管理として窓の開
閉や換気扇により外気取り込む場合が多く、ＣＯ２
供給は有効ではないと判断しました。

１０ 最後に

７ 育成照明について
赤色光１００％に対し青色光をマイコンで設定

これからの冬期間が育成の正念場と考えていま

し、０％～１００％まで混ぜた光(赤～紫)を発光さ

す。雪や気温低下等など様々な問題が発生すると思

せる装置を作成しました。試作版はＬＥＤの長さ２

います。プロジェクトの表題の通り、「元気を出し

ｍで設計したので、ハウス内の状況に応じ今後１０

て」開発を進めていきたいと思っています。

ｍまで延長する予定です。照明の照射時間は１８：
００～２４：００です。
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〔土木関係科部会〕

山工元気プロジェクトの取り組みについて Part2
山形県立山形工業高等学校
土木・化学科 梁瀬 誠

１ はじめに
山工元気プロジェクトで『マンゴーの栽培』が決
まり、そのための温室建設が必要となった。
当初計画では建築物として確認申請の不要な『床
面積 10m2 以下』とし、木造軸組み、壁・屋根は中
空ポリカの小規模なサンルーム（写真①）を計画し
ていた。
写真② 模型製作

３ 現地測量・丁張設置
ハウス建設予定地内の高低差・面積などの測量
（写真③）を行った後、地縄を張り測点の控え杭の
設置（写真④）を行った。

写真① 当初計画ＣＧ
しかし、東北大学農学部で実証実験を行っている葛
尾村のハウス視察から『床面積・内空不足である』
こと、建築基準法で『壁・屋根は不燃材料で造らな
ければいけない』と定められていることから、この
計画の温室では不適切なことが分かった。そのた
め、山形市まちづくり政策建築指導課へ相談に伺っ
たところ、
『農業を目的としたビニールハウスなら
建築物に該当しない、地目・床面積の制限を受けな
い』との回答をいただいた。
最終的に、ハウス内にマンゴーを６鉢・暖房設
備・散水設備を設けるため、
『床面積を６×４m2』
とした。また、マンゴーの枝を誘引するための空間
確保から内空 2.5ｍ程度、棟高を約 4m・壁高を 3ｍ
とし、積雪に耐えられるよう、足場用の単管パイプ
で骨組みを作ることにした。

写真③ 現地測量

写真④ 控え杭設置

４ 基礎掘削・整地作業
ハウス建設用地の表面は砂利が敷かれ、地中には
大きな石が埋まっているため、このままではハウス
の建設ができない。そのため床面積の表層 20cm 程
度と支柱を立て込む部分は 50cm 程度の掘削・土の

２ ハウスの模型製作
ハウスを建設するにあたって、図面だけでは大き
さ・形が伝わりにくいため、1/10 の模型を園芸用
の支柱で製作（写真②）した。

置換えが必要となった。人力で行うことは不可能な
ため、徳和建設㈱（本校 OB が経営）に依頼し、
これらの作業へ協力（写真⑤）していただいた。
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写真⑤ 掘削状況
完成

６ 生徒の感想
生徒Ａ…模型製作や現地の測量など、授業で学んだ
ことを本格的な作業に生かすことができた
とても楽しかった。
生徒Ｂ…各学科が協力してマンゴーハウスの製作に

写真⑤ 整地作業

あたったことから、私たちが普段使ってい
る構造物もたくさんの業者さんが力を合わ
せて作られていることに気付いた。自分も
協力してモノづくりを行う側に立ちたい。
生徒Ｃ…ストーブ設置のためのリモート会議に建設
グループの生徒代表として参加し、社会情
勢の変化を実感した。会議の内容を理解し

写真⑤ 断熱材設置

質問できたことが、自分にとって良い経験

５ ハウス建設
ハウス建設に関しての知識や技術が乏しいため、
施工指導と資材の発注を一括して依頼する必要があ
った。地元業者で施工実績の高い、石橋ハマプラス
㈱山形支店へ相談したところ、快く受け入れていた
だき、ハウスの建設に当たった。生徒たちは職人さ
んからビニールの張り方や、パイプの組立方法など
の指導を受け、いつもの授業とは違った緊張の中で
作業（写真⑥）を行った。

となった。
生徒Ｄ…小型重機での作業風景を目にし、授業では
経験できない多くのことを学ぶことができ
た。土木分野により興味を抱くことができ
た。
生徒Ｅ…私たちの取り組みは、クラウドファンディ
ングや県内企業の方々の支援によって成り
立っていることが実感した。初めての作業
だったが、現場の職人さんに作業方法を教
えていただきやり遂げることができて、良
い経験になりました。

７ 今後の課題
ハウス本体が完成し、ストーブなどの設置も概ね
写真⑥ ビニール張り

完了し、建設グループとしての活動はほぼ終了し
た。しかし、まだマンゴーの果実が実った訳ではな
いので、このプロジェクトの本番はこれからであ
る。これから初めての冬を迎えるため、雪の影響が
どれだけ生じるか未知数である。ハウスの状態確認
やメンテナンスに生徒が積極的に関わることができ
るように、建設グループの在り方を模索していきた

写真⑥ パイプの固定

い。
-10-

研究報告

〔特別研究委員会〕

研究主題

「山形の未来をひらく本県工業教育の在り方」
～未来を切りひらく人づくりのために～
工業部会 特別研究委員会

１ 研究の概要
現代社会は、少子高齢化に伴う人口減少や都市
部への人口流出、社会・経済のグローバル化や高度
情報化、新技術改革への対応など、急激な変化が進
む一方で、子どもの貧困化、児童生徒の規範意識・
学習意欲の低下などが指摘されている。
山形県は、自然と文明が調和した「新理想郷山形」
の実現に向け、様々な施策が展開されている。第６
次山形県教育振興計画では、基本目標を「人間力に
満ちあふれ、山形の未来をひらく人づくり」とし、
「人間力」を磨き、持続的発展のため、生まれ育っ
た郷土を愛し、地域で活躍し未来を切りひらいてい
く人材の育成をめざし、コミュニケーション能力の
育成、グローバル化への対応、高等教育機関や地域
産業との連携強化などを主な取り組みとして掲げて
いる。
加えて、高等学校の学習指導要領が改訂となり、そ
の中でも、教育内容の主な改善事項として「職業教
育の充実」などについて挙げられ、その中で、工業
に関する技術を身につけることはもとより、課題解
決力、職業人に求められる倫理観を踏まえ合理的か
つ創造的に解決する力の養成、また豊かな人間性を
育み、より良い社会の構築を目指して自ら学び、工
業の発展に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う
ことを目標としている。
こうした状況を踏まえながら、本研究委員会は、山
形の現状と未来を見据え、地域社会や各産業界のニ
ーズに応えるため、工業科の高校生が、山形の未来
のために貢献できるように工業科設置高校の役割や
工業教育について、平成３０年度より３年間の継続
研究として進めた。
２ 部会及び研究組織【令和２年度】
研究組織は、専門教科研究部会、地域連携研究
部会を設置し、工業教育の一層の充実を図るための
研究を進めた。
県高等学校教育研究会工業部会長
佐藤 正 （米沢工校長）
特別研究委員長
髙橋良治 （寒河江工校長）
特別研究副委員長
阿部 稔 （山形工校長）
佐藤 正 （米沢工校長）

１）専門教科研究部会
「Society5.0 時代に活躍する人材を育成する新
しい課題研究のあり方」
委員長
髙橋良治 （寒河江工校長）
部会長
佐藤 正 （米沢工校長）
副部会長 後藤義昭 （神室産業校長）
副部会長 百瀬克浩 （鶴岡工校長）
副部会長 青柳晴雄 （村山産業校長）
副部会長 高橋健二 （創学館校長）
部員 吉田幸宏（山工）佐々木崇（米工）
山田 奇（長工）中村 裕（鶴工）
斉藤 博（羽黒）池田明彦（酒光）
川又寛大（明正）鈴木友和（寒工）
２）地域連携研究部会
「地域との連携・企業が求める資質能力及び最
先端技術に対応する工業教育に関する研究」
部会長
阿部 稔 （山形工校長）
副部会長 髙橋祐一 （長井工校長）
副部会長 鈴木和仁 （酒田光陵校長）
副部会長 佐藤佳彦 （山形明正校長）
副部会長 牧 静雄 （羽黒校長）
部員 櫻井晋弥（山工）桑原健輔（米工）
大場卓也（村産）佐々木辰彦（鶴工）
菅 智幸（新産）山口大介（創学）
伊藤毅将（長工）髙橋直人（寒工）
加藤 稔（寒工）
３）事務局
事務局長 髙橋直人（寒工）
事務局員 鈴木友和 加藤 稔（寒工）

３ 研究経過
【平成３０年度】
１）第１回特別研究委員会
平成３０年７月１０日
会場：山形工業高等学校
ａ 平成３０年度研究方針について
ｂ 委員会組織と研究のまとめ方について
ｃ 研究の柱と研究内容の検討
２）第２回特別研究委員会
平成３０年９月７日
会場：寒河江市技術交流プラザ
ａ 部会の研究経過報告
ｂ 部会別研究
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３）第３回特別研究委員会
平成３０年１１月１日・２日
会場：華夕美 日本海
スイデンテラス他
ａ 部会の研究経過報告
ｂ 工業部会研究発表会（中間時報告）に向けた
報告書等について
ｄ 教育講演（ヤマガタデザイン山中氏）
ｅ 施設見学（スイデンテラス・キッズドーム）
４）第４回特別研究委員会
平成３１年２月１９日
会場：寒河江市技術交流プラザ
ａ 部会の研究経過報告
ｂ 部会別研究
ｃ 教育講演（シェルター 木村氏）
【令和元年度】
１）第１回特別研究委員会
令和元年５月２９日
会場：寒河江市技術交流プラザ
ａ 平成３０年度からの継続研究について
ｂ 委員会組織と研究のまとめ方について
ｃ 研究の柱と研究内容の検討
２）第２回特別研究委員会
令和元年７月１０日・１１日
会場：山形工業高校・あこや会館
ａ 部会の研究経過報告
ｂ 部会別研究
ｃ 講義 前米沢興譲館高校校長
横戸 隆 氏
３）第３回特別研究委員会
令和元年９月１８日
会場：寒河江市技術交流プラザ
ａ 部会の研究経過報告
ｂ 部会別研究
ｃ 実践研究報告
長井工業高校 教諭 山田 奇 氏
４）第４回特別研究委員会
令和元年１０月３０日・３１日
会場：創学館高校・エアポートホテル
ａ 部会の研究経過報告
ｂ 研究総括・まとめ
ｃ 講義 県教育庁指導主事 油井敏和 氏
【令和２年度】
１）第１回特別研究委員会
令和２年７月３日
会場：山形工業高校
ａ 継続研究の内容について
ｂ 委員会組織と研究のまとめ方について
ｃ 研究の柱と研究内容の検討
２）第２回特別研究委員会
令和２年１０月３０日
会場：創学館高校

ａ 部会の研究経過報告
ｂ 部会別研究
ｃ 研究総括・まとめ

４ 研究の基本的な考え方
急激に変化する社会の中でも、少子高齢化に伴う
地域活力の低下をはじめ、第４次産業革命とも称さ
れるＡＩ（人工知能）の進化により、近い将来、私
たちの生活や社会は大きく変わっていくと予想され
ている。
そこで、本特別研究委員会の基本的な考え方とし
て、
１）問題解決能力、職業人に求められる倫理観を踏
まえ合理的かつ創造的に解決する力をどう育成
すべきか。
２）コミュニケーション能力の育成、グローバル化
への対応、高等教育機関や地域産業界との連携
強化をどのように進めるか。
３）第４次産業革命とも称されるＡＩ（人工知能）
の進化に学校教育での対応を考える。
といったことがあげられる。
また、これらの考えより、以下の観点に主眼を置
き研究を進めることとする。
１）探究型学習の深化について
２）地域との連携について
３）最先端技術（ＡＩなど）への対応について
そして、迫りくる新時代に向けての人材育成につ
いての研究として、研究部会を専門教科研究部会と
地域連携研究部会に分けて、それぞれ、研究概要に
沿った調査・研究を行った。
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５ 各部会報告
Ⅰ 専門教科研究部会
「これまでの研究を踏まえたルーブリック評価の実
践とこれからの工業教育について」
１ 研究の柱
１）ルーブリック評価の実践
２）少人数学級についての考察
３）コロナ禍の工業教育の現状と課題
２ 研究項目
１）ルーブリック評価の実践
ａ ルーブリック評価表の作成
ｂ 評価の実践と考察
２）少人数学級についての考察
ａ 他県の現状分析と課題の把握
３）コロナ禍の工業教育
ａ 現状分析と課題の把握
３ 研究内容
１）はじめに
この研究部会では、昨年度までの２年間、課題研
究の在り方について研究した。そのなかで、昨年度
は寒河江工業高校と山形工業高校でルーブリック評
価の実践を行った。今年度は、昨年の実践を踏ま
え、多くの学校で取り組み、その課題等を考察し
た。
もう一つは、少人数学級についての考察である。
山形県の出生数
H/標準
H/標準
S/標準
S/標準
S/標準
M/標準
M/標準

M/標準

M/標準

図１ 山形県の出生数の推移
厚生労働省「人口動態統計」の資料から、山形県で
は第二次ベビーブーム(1971～1974 年)と比較する
と、現在の高校生世代である 2002 年～2004 年は
各年約 8,000 人少ない 10,000 人前後の出生数とな
っている。この減少傾向はさらに続き、2018 年の
出生数は第二次ベビーブームより約 11,000 人少な
い 6973 人となっている。

本県の教育委員会から提示されている県立高校再編
整備基本計画(平成 26 年 11 月策定･令和 2 年 2 月
一部改訂)では、本県全体で 2015 年度から 2024 年
度までに生徒数が 1859 人減少すると予想されてい
る。工業高校においても学級減や再編も計画されて
おり、2022 年度に山形工業高校が 1 学級減、東南
置賜地区の再編整備で米沢工業高校定時制の産業科
が、令和 5 年度総合学科に学科改編し、令和 7 年
度に米沢工業高校と米沢商業高校が統合して開校さ
れる米沢産業高校（仮）に統合され、令和 8 年度
からは昼間定時制として、米沢東高校校舎にて開校
される予定である。また、鶴岡工業高校の定時制
は、鶴岡南高校通信制と統合し、総合学科として再
編整備することが決定した。この傾向は今後も続い
ていくが、単に学級減での対応でよいかどうか、少
人数学級制度について、東北各県と新潟県に聞き取
り調査を行った。
最後に、昨今の COVID-19（新型コロナウイル
ス感染症）による影響である。
COVID-19 を振り返ってみると、2019 年 11 月 22
日に中華人民共和国湖北省武漢市で「原因不明のウ
イルス性肺炎」が初めて確認され、その後武漢市内
から中国大陸に感染が拡がり、中国以外の国家と地
域に拡大していった。2020 年 1 月 30 日に世界保
健機関 (WHO) は 6 回目となる「国際的に懸念さ
れる公衆衛生上の緊急事態 (PHEIC)」を宣言し
た。2 月 28 日にはこの疾患が世界規模で流行する
危険性について最高レベルの「非常に高い」と評価
し、3 月 11 日、テドロス・アダノム WHO 事務局
長は WHO の基準を逸脱してパンデミック（世界
的流行）相当との認識を表明した。応急処置として
全世界でテレワークやロックダウンが行われたが、
ウイルスが自然消滅するわけではなく、経済活動の
再開で感染者が増加するようになった。
国では 2 月 27 日に安倍首相が全国すべての小中高
校に臨時休校要請の考えを公表し、山形県でもその
後長く休校することになった。学校が段階的に開始
されてからも、工業高校は工業技術基礎、実習、製
図など普通高校とは違った学習形態が多く、各校独
自で様々な対策が取られた。この各校の対策や課題
を調査し、今後も続くであろう COVID-19 の影響
を最小限にとどめ、生徒の学習活動への影響を少な
くできないか考察した。
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４

層はより高めに、下位層はより低めに点数が出

研究

た。

１）ルーブリック評価の実践

・複数の教員で科目を持つ場合には、有効な評価方

昨年度は寒河江工業高校と山形工業高校の 2 校
での実践であったが、今年度は専門教科研究部会の
先生方を中心に 6 校 7 名が実践した。また、課題
研究だけにこだわらず、実習の作品や座学での課題
発表の評価を行った。

法である。
鶴岡工業高校：デザイン技術
生徒が自己評価と他者評価
・評価の最高点のイメージが生徒に定着しなかっ
た。

ａ ルーブリック評価表の作成

・集計の大変さ。

長井工業高校：工業技術基礎（文鎮製作・手仕上

・評価を示し、改善を促せる。
・評価表の作成や評価基準の設定など、教員が何度

げ・フライス）

か回数をこなさなければならない。

羽 黒 高 校：実習（板金）

・評価基準の確認や設定理由など、教員が生徒に対

米沢工業高校：建築実習（仮設工事測量）

し、解りやすく説明する必要がある。

鶴岡工業高校：デザイン技術（立体構成）
鶴岡工業高校：建築計画（図書館を併設した集合住

鶴岡工業高校：建築計画
教員が評価

宅の設計）

・生徒の取組むべき事柄が明確になり、前向きにな

鶴岡工業高校：課題研究（テーマ設定発表）

る。

山形明正高校：実習（作業）

・生徒の点数とルーブリック評価の妥当性の相関を

山形工業高校：電気機器（円線図）

調査したところ、この評価方法は適切であるとい

ルーブリック評価表は資料として添付する。

える。

ｂ 評価の実践と考察

・評価点の境界を明確にするのは難しい。

長井工業高校：工業技術基礎

鶴岡工業高校：課題研究

生徒が自己評価を行った。

生徒が自己評価と他者評価

・目的を示すことができる。

・生徒は評価を念頭に置いて資料作成、発表を行っ

・生徒は評価を意識して取り組む。

ていた。

・教員と生徒が同じような傾向であった。

・集計の大変さ。

・前担当者との評価基準を一定にできる。

山形明正高校：実習

・最終作品だけでなく工程も評価できる。

教員が評価

・生徒が評価して欲しい項目についてアンケートを

・班ごとに評価を行っていくと、前回の班の評価を

取った。

見て、次の班に活かせる。

羽黒高校：実習

山形工業高校：電気機器

生徒は自己評価、教員も評価

生徒が自己評価と他者評価及び教員が評価

・生徒と教員の評価が結構違っていた。

・生徒の評価と教員の評価は概ねあっている。

・自己肯定感が低い生徒は自己評価が低くなってい

・生徒の他者評価は優しさからか、甘い評価になる

る。

傾向がある。

・生徒は良い評価を目指して取り組む。

・2 日間にわたって発表を行ったが、評価の基準が

・一番良い評価の項目をどのレベルまで求めるのか
決定するのが難しい。

あるため、あまり、ぶれずに評価できた。
・集計に時間がかかる。

米沢工業高校：建築実習

・評価データを多く集め、平均をとることで、評価

教員が評価

が大きくずれることはなくなる。

・ルーブリック表を用いた場合と用いない場合の評
価を比較してみると、用いた場合のほうが、上位
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デメリット

２）少人数学級について

青森県

ａ 他県の現状と課題の把握

・学校の活気がなくなったような気がする。

青森県

・教員の定数も減る。

H16 より 35 人募集

・学科が減ると地域のニーズに応えられない。

H12 からの青森県学校教育改革の一環で学科を

秋田県

減らさず、定員減とした。

・企業（地元・地域）からの求人依頼に応えること

教諭 4 実習教諭 2 or 教諭 5 実習教諭 1 プラス

が出来ない。

α の配置もある
秋田県

３）コロナ禍の工業教育

全職業学科と進学校を除く多くの普通校で 35 人

ａ 現状分析と課題の把握

募集
各科の職員は教諭４実習教諭２だが、建設科で土
木・建築に分かれるときは、それぞれ教諭 3 実
習教諭 1 の場合あり
岩手県
基本定員 40 人 教諭 5 実習教諭 2

山形工業高校、酒田光陵高校、山形明正高校、羽
黒高校の 4 校の各科および、近隣各県での
COVID-19 対策を聞き取りした。以下はまとめた
ものである。
表１ 各系での対策
対

宮城県

機械系

基本定員 40 人 教諭 4 実習教諭 2 教諭 5 実習

策

工場での手洗いの徹底
ペーパータオルで清潔に

教諭 2 もある

機械や机などの消毒

仙台市（市立仙台工業高校）

机の間隔をあける

H20 頃～市教委通達により、建築・土木定員 30

マスクの着用

名、機械・電気定員 70 名

実習前の整列・点呼禁止

福島県

授業（実習・製図）前・後の手洗い・

基本定員 40 人 教諭 4 実習教諭 2

消毒の徹底

新潟県

授業後の装置・工具等の消毒

基本定員 40 人 教諭 4 実習教諭 2

旋盤実習など素手で行わなければ

新潟県：上越総合技術高校

ならないものは、使用後、消毒をし

新カリキュラム移行期間のため現在は教諭 5 実

てから次の人が使用するようにし

習教諭 2

ている

新潟県：新津工業

換気を頻繁に行っている

日本建築科 30 名（h24～）
。特色ある学校づく
電気系

り・実習を主とするとして特別に認定された。

実習前の整列・点呼禁止
授業（実習・製図）前・後の手洗

教諭 4 実習教諭 2 非常勤 1

い・消毒の徹底

メリット

授業後の装置・工具等の消毒

青森県

機器の取り扱いをなるべく少なく

・５名の違いだが、様々やりやすい面が増えた。

なるように、結線を細かく指導。

・教室が広く使える

もしくは結線を済ませて、計測の

・生徒との接点が作りやすく、信頼関係を構築しや
すい

み実習
情報系

・書類が少なくてすむ

手洗いや手指消毒の徹底
機材使用後の消毒や整理整頓

・実習の班員も少なく、目が届く

自粛期間中にオンライン授業を試

秋田県
・授業及び、実習について、一人一人に目が届き、
理解が進む。

みる
実習前の整列・点呼禁止
授業後の装置・工具等の消毒

・生徒指導や進路指導で指導しやすい
-15-

電気系

実習前の点呼は人数確認よりも心
構えや最近の状況等を説明しなが
ら学習面・生活面・進路面の指導
に重きを置いているため、その機
会が失われている
手洗い等の指導はしているが口頭
のみで、実際にきちんとできてい
るかの判断はできていない
装置や工具の消毒は教員が実施す
ることになっている。授業後に実
施しているが、次の授業があるた
め時間的にも労力的にもなかなか
苦労している
回路図を読んで、結線をする力を
養えない
機器の準備や片づけをほとんど教
員が行うため、癖付けができない

情報系

オンライン授業に関して周知の仕
方や、環境整備を行った上で取り
組むとかなり成果が上がる可能性
があった。現実には、通信環境が
整わなかったり、連絡を見落とす
などの問題が発生し、形にならな
かった
消毒に時間をとられて実習の時間
が短くなる

会が失われている

環境系

手洗い等の指導はしているが口頭

(土木)

実習前の点呼は人数確認よりも心
構えや最近の状況等を説明しなが
ら学習面・生活面・進路面の指導
に重きを置いているため、その機
会が失われている
手洗い等の指導はしているが口頭
のみで、実際にきちんとできてい
るかの判断はできていない
装置や工具の消毒は教員が実施す
ることになっている。授業後に実
施しているが、次の授業があるた
め時間的にも労力的にもなかなか
苦労している
消毒に時間をとられて実習の時間
が短くなる

環境系

実習前の整列・点呼禁止

(土木)

授業（実習・製図）前・後の手洗

(化学)

い・消毒の徹底

(建築)

授業後の装置・工具等の消毒

自動車系

手洗い、手指消毒の徹底
教室からの移動を班ごと制限
班ごとの着替え・工場へ入退出時
手指消毒
作業中の手袋着用
工具の消毒
使用教室の消毒
マスク及び、軍手の着用を徹底し
ている。
実習内容の制限はしなかった
基本的に素手で工具を触ることを
避けて行い、消毒を徹底している
表２ 各系の課題
課

機械系

題

実習前の点呼は人数確認よりも心
構えや最近の状況等を説明しなが
ら学習面・生活面・進路面の指導
に重きを置いているため、その機

のみで、実際にきちんとできてい

(化学)

るかの判断はできていない

(建築)

装置や工具の消毒は教員が実施す
ることになっている
授業後に実施しているが、次の授
業があるため時間的にも労力的に
もなかなか苦労している
生徒の慣れによる危険性
工作機器をアルコールや次亜塩素
酸ナトリウムで消毒を続けても悪
影響が出ないか

自動車系

現状への慣れが出てくると危機感
が薄れる
手袋の購入が保護者負担
手袋があって良い作業と無い方が
よい作業で使い方を考えていかな
くてはいけない
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環境系
(土木)
(化学)
(建築)

表 3 良かった点
良かった点
機械系

整列指導等がない分、実習時間に
は余裕が生まれた
これまで以上に整理整頓にも効果
があった
体調不良により欠席する生徒が減
った
使用中も装置や道具の扱い方にも
注意するようになり後片付けしや
すいように心掛けるようになった
工業技術基礎、実習前後に手洗い

自動車系

の対策だけでなく、インフルエン
ザ等の感染症予防にもつながる

情報系

環境系
(土木)
(化学)
(建築)

整列指導等がない分、実習時間に
は余裕が生まれた。
これまで以上に整理整頓にも効果
があった
体調不良により欠席する生徒が減
った
使用中も装置や道具の扱い方にも
注意するようになり後片付けしや
すいように心掛けるようになった
工業技術基礎、実習前後に手洗い
と消毒の習慣ができた。COVID-19
の対策だけでなく、インフルエン
ザ等の感染症予防にもつながる
机などの配置は、元々スペースが
あったこともあり特に変更は行う
必要がなかった
工業技術基礎、実習前後に手洗い
と消毒の習慣ができた。COVID-19
の対策だけでなく、インフルエン
ザ等の感染症予防にもつながる
整列指導等がない分、実習時間に
は余裕が生まれた
これまで以上に整理整頓にも効果
があった
体調不良により欠席する生徒が減
った
使用中も装置や道具の扱い方にも
注意するようになり後片付けしや
すいように心掛けるようになった

感染症リスクを軽減できた

表 4 他県の対策
青森県

Classi の活用

秋田県

Classi の活用

岩手県

コロナとは別に県教委でＩＣＴ活
用授業を急速に進めようとしてい
る

宮城県

ホームページ課題 YouTube に動画
up(パスワードにて閲覧者を生徒に
限定）6 月以降も YouTube 活用中

福島県

特になし

新潟県

コンパネを切断したものを製図板
とし、Ｔ定規の使用方法を指導し
自宅で製図できるようにした

と消毒の習慣ができた。COVID-19

電気系

工業技術基礎、実習前後に手洗い
と消毒の習慣ができた。COVID-19
の対策だけでなく、インフルエン
ザ等の感染症予防にもつながる

《 Classi とは 》
授業や面談、学校と保護者のコミュニケーションな
ど、学校現場の多様なシーンで活用される教育プラ
ットフォームを提供している企業。スマートフォ
ン・タブレット・PC などのデバイスを問わず、ク
ラウド経由で利用できる。
まとめ
１）ルーブリック評価の実践
本研究部会では平成 27 年から研究されている内
容である。昨年度は、寒河江工業高校と山形工業高
校の 2 校の例が挙げられた。本研究部会でも実践
例が少なく、なかなか多くの先生方に参考になるよ
うなものが提示できなかった。それを踏まえ、今年
度は 6 校 7 名の先生に実践していただいた。実践
結果と考察はすでにお示ししたとおりである。
成果は、生徒の取り組みに違いが出たことであ
る。目的、目標がはっきりすることで、生徒は以前
より、良い評価を得るために、一所懸命努力する傾
向が見られた。評価の観点を生徒に紙面で提示する
ことで、より目標が明確になったためと思われる。
先生方の評価は大きくぶれることなく、個人の到達
具合を把握できている。複数の先生方で評価をする
場合や、前担当者からの引継ぎの際に評価の観点も
明確に引き継げる可能性があり、このようなところ
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にもルーブリック評価を活用できる可能性が見え
た。また、今回は工業科の様々な科目で実践したこ
とで、違う視点での評価基準が示せ、今後の活用の
参考になると思われる。
一方、課題もある。最高評価の項目をどの程度の
ものにするか、それぞれの到達点の境目をどのよう
にするか、どの程度まで評価に加えるかなど、多く
の先生と議論をしたうえで決定すべきものもある。
ある程度時間をかけて精度の良いものにしていくべ
きである。
今回の実践では、生徒へのアンケートを実施した
先生方がおり、生徒の意見も取り入れていくことも
生徒のやる気をさらに強いものにしていくと考え
る。
初任者研修でもルーブリック評価を取り上げてい
るようで、今後、多くのデータを共有できれば、ル
ーブリック評価表の作成のヒントになったり、時間
を節約できたりする可能性が大きい。この評価を素
早く取り入れていくためには、多くのデータ（ルー
ブリック評価表）をデータベース化することが必要
である。
２）少人数学級についての考察
第 6 次山形県教育振興計画の後期計画(令和 2 年
3 月)の基本方針Ⅵ「魅力にあふれ、安心・元気な
学校づくりを推進する」では、
「職業に関する専門
学科（農業、工業、商業、水産、家庭（含福祉）
、
看護、情報）については、地域産業や社会の情勢を
踏まえ、生徒数の減少に伴う一律的な削減は行わ
ず、すべての学科の学習の場を確保します。
」とあ
る。また、山形県産業教育審議会答申（平成 21 年
6 月）では「6 分野：①機械・生産系、②電気・制
御系、③情報・通信系、④土木・建築系、⑤化学・
素材系、⑥環境・デザイン系の分野の視点から、工
業に関する学習の充実を図る学科を設置する。」と
ある。この計画や答申と、今回聞き取り調査した内
容を合わせて考えてみると、専門高校においては、
単に入学生の減少によって、学科（クラス）を減ら
すことで対応したのでは、本県産業界の工業高校に
対する期待に応えることができなくなる可能性があ
る。各工業高校が担ってきたこれまでの役割や、こ
れからの新しい技術への対応も考え、6 分野は残し
ていくべきであり、少人数学級についても検討すべ
きである。その際には、昨今の働き方改革にも配慮
したものでなければならない。教育にどれだけのお
金をかけられるかは、山形県だけの問題でなく、主
要先進国の中で、GDP における教育にかける公的

資金の割合が平均以下にある日本全体の問題である
とも考える。
３）コロナ禍の工業教育の現状と課題
昨年度末から、COVID-19 の影響は教育に大き
な影響を与えてきた。特に様々な機器を使って実習
をする工業高校では、各校、各科で多くの工夫を重
ねて教育活動を実践してきた。教育活動の中でのク
ラスターが出ていないことは、これまでの対策が間
違っていないことを示しているものと考える。
学校でなければ学習できないこと、学校でなくて
も学習できることが明確になり、これからの
COVID-19 などの影響をいかに最小限にとどめら
れるかの対策を考えやすくなってきた。しかし、問
題として挙げられるのはオンラインでの授業であ
る。単に YouTube に動画を上げるだけではなく、
やはり、リアルタイムでのオンライン授業や ICT
授業に対応するためにも、インフラの整備は必要不
可欠である。その中で、先生方の知恵を出し合い、
今より悪い状況になった時のことを想定して準備し
ていくべきである。今回の対策は、COVID-19 だ
けでなく、今後出てくるであろう、同ケースにおい
ても必ず、効果を発揮するであろう。
５

おわりに
今年度は、幅広い教育課題を研究してきた。時間
のない中で、また、この状況の中で本研究部会の先
生方に議論を進めていただいたことに感謝したい。
今回の研究成果を多くの先生に参考にしていただ
き、今後の実践に役立てていただければ幸いであ
る。
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Ⅱ 地域連携研究部会
「地元との連携・企業が求める資質能力及び
最先端技術に対応する工業教育に関する研究」
１ 研究の柱
１）地域で活躍できる人材育成について
２）最先端技術（ＡＩ等）に触れることによる人
材育成について
２

研究内容

１）探究型学習の深化について
第６次山形県教育振興計画や新学習指導要領等で工
業教育では、今後さらなる高等教育機関や地域産業
との連携強化が求められている。また、少子高齢
化、ＡＩの進化により第４次産業革命（Society5.0）
とかつてなく大きな社会の変革期にいる今、新たな
社会を牽引する人材の育成も求められている。これ
からの時代に求められる資質能力を育成するために
は今後さらに「探究型学習」の充実・深化が求めら
れる。その実現に向けて、教育課程の中に系統的・
体系的な探究型学習を実施するべきである。そこ
で、昨年度、
「山形県版課題研究モデル」を提言した
が、
「山形県版探究モデル」として再提言する。

探究サイクル
工業の場合、総合的な学習（探究）の時間を３年
「課題研究」で代替していることが多いが、
「課題研
究」を真の「探究型学習」にするためには、１年次
で「探究手法」を知り、
「探究サイクル」を回しなが
ら、２年次で早い段階で「課題研究の課題を設定」
し、３年次「課題研究」で「探究的な学びとものづ
くり」にするため、教育課程の中で３年間系統的・
体系的な探究型学習にする必要がある。
その探究型学習の中で、今後さらなる高等教育機関
や地域産業との連携強化を図り、地域の人材や設備
を活用しながら、自分を知り、地域を知り、地元産
業への理解促進と将来の県内定着への意識醸成を図
ることが重要である。
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２）最先端技術（ＡＩなど）に触れることによる人
材育成について
Society5.0 の時代に対応した産業人材の育成に対応
するため、工業科におけるＡＩ・ＩｏＴに関する学
習活動の充実・改善が求められている。また、ＡＩ
やロボットでは不可能な高度な判断や発想、創造力
などを育むために、科学・技術・ものづくり・数
学・デザインの知識を教科横断的に活用する探究型
学習(ＳＴＥＡＭ教育)が必要となる。その実現のた
め、最先端技術への対応については、地域社会や高
等教育機関との連携強化によるオンライン指導やＷ
ＥＢ学習、協働による教育プログラムが欠かせな
い。
その取り組みについて紹介する。
a)やまがた未来の産業人材キャリアサポート事業
（AI・IoT）＜県教育庁高校教育課＞R2 年度より
ＡＩ・ＩｏＴに関する有識者からの講話を通し
て、ＡＩやＩｏＴの社会的な意義や役割、実社
会での活用事例を知り、工業技術に関する課題
の発見や技術の進展に対応し解決できる産業人
材の育成を進めている。
令和２年度の取り組み
学校名
山形工業高校
寒河江工業高校
村山産業高校

講 師
アールティ 中川友紀子氏
ＪＡＸＡ

鈴木 拓明氏

国際事業化研究センター長
小野寺忠司氏

b)ものづくり創造人材育成プロジェクト
シリコンバレー発
「最高エンジニアに学ぶプログラミング教室」
＜山形大学国際事業化研究センター＞
工業高校（山形工業・米沢工業・鶴岡工業・寒河
江工業の４校）とシリコンバレーをＷＥＢ配信で直
接繋ぎ、トップエンジニアから直接学ぶ実践プログ
ラミング教室をトライアル実施している。

やまがたＡＩ部は、山形の未来を創る人材育成の
一環としてＡＩ教育プログラムである。
今年８月に学校の部活動として山形工業・米沢工業
高校を含む１１校６０名超でスタートした。ＡＩに
ついてＷＥＢ会議を使って講義や実習を月２～３回
放課後に開催し活動している。講師は、ＡＩやデー
タ分析のプロが担当し、総まとめとして３月にはＡ
Ｉ甲子園をする予定である。
３

まとめ

１）探究型学習の深化について
本研究部会では、地域で活躍できる人材育成のた
め、これからの時代に求められる資質能力や地域連
携のあり方について調査・研究してきた。これから
の時代に求められる資質能力を育成するため今後さ
らに「探究型学習」の充実・深化が必要であると考
え、昨年度、「山形県版課題研究モデル」を提言
し、今年度さらに「山形県版探究モデル」として再
提言した。教育課程の中で系統的・体系的な探究型
学習を実施していただければ幸いである。
２）最先端技術（ＡＩなど）に触れることによる人
材育成について
本研究部会では、最先端技術（ＡＩ等）への対応
について企業アンケートや企業視察等を通して活動
してきた。最先端技術（ＡＩ等）については、地域
社会や高等教育機関との連携強化によるオンライン
指導やＷＥＢ学習、協働による教育プログラムを通
して、教員や生徒がまずＡＩ技術に触れることでの
ＡＩについて知り、活用しようとすることからスタ
ートするべきである。特にトップエンジニアから直
接学ぶ体験は、学びに向かうモチベーションも高ま
るであろう。Society5.0 の実現のためには、ＡＩ・
ＩoＴ・ロボット技術は欠かせない。ＡＩ基礎実習
についての研究については、今後も継続して取り組
んでいきたい。最後にオンライン指導やＷＥＢ学習
等の環境整備が急務である。

c) やまがたＡＩ部
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資

料

〔特別研究委員会〕

専門教科研究部会

ルーブリック評価の実践
鶴岡工業高等学校
建築科 中村 裕

１ 目的
３科目の課題についてルーブリック評価を作成
し、それらの実践を通してルーブリック評価手法の
成果と課題について調査する。
２ 方法および結果
(1)デザイン技術（選択科目）
①対象学年・学科
３年 建築科 ２６名（選択者）
指導者：渡部智生先生
②テーマ
「立体構成」
『軽い』というイメージを、立体で構成し表
現する。Ａ４もしくは、Ａ５サイズの平面上に、
ケント紙を使用し立体を構成し配置する。
③評価方法
作品（テーマ表現、作品の配置、完成度）、発
表（姿勢、表現力、テーマの趣旨）を５段階で評
価を行う。基本を３とし、東京五美大現役合格レ
ベルを５とすると説明。
作品を前にし、製作の意図や感想など、一人２
～３分程度の発表を行った。
表１に示すルーブリック評価表を作成し、他者
評価・自己評価を行った。６項目について１、
２、３、４、５点の点数をつけ、それらの平均値
に２０をかけて１００点満点として点数化した。

⑤成果と課題
〇評価基準の設定の難しさ
今回は、評価の最高点を東京五美大入学者レ
ベルと説明。製作前に、インターネット等で収
集した作品例を画像で紹介したが、”東京五美大
入学者レベル作品のイメージ”が生徒に定着しな
かった。評価基準の設定をもう少し下げるべき
であった。また、作品を評価するための予備知
識を定着させる必要があった。
〇集計が大変である
２６名、６項目の点数をＥｘｃｅｌに入力を行
ったが、非常に手間が掛かった。数日（実働３
時間程度）かけて入力することになった。評価
シートの改善、もしくはマークシート等の使用
が望ましいと感じた。
○今後の課題
今回の評価を生徒に示し、改善を促せることが
出来る点がメリットであると感じた。
○全体を通して
評価表の作成や評価基準の設定など、教員が
何度か回数をこなさなければならないと感じ
た。また、評価基準の確認や設定理由など、教
員が生徒に対し、解りやすく説明する必要があ
る。
(2)建築計画（選択科目）
①対象学年・学科
３年 建築科 ２６名（選択者）
指導者：中村裕
②テーマ
「図書館を併設した集合住宅の設計」
与えられた各種条件を満足し、かつ合理的・創
造的な空間を設計し、図面に表現する（図１参
照）。
③評価方法
表３に示す５段階のルーブリック評価を作成
し、事前に生徒たちに評価表の内容について説明
した。そして、生徒が作成した図面を見て指導者
が評価した。各評価規準に重みづけをして１００
点満点で点数化した（２学期中間試験の素点とし
た）。また、評価した結果を生徒たちに返し、ル
ーブリック評価に対する感想を調べるためにアン
ケートを実施した（資料１）。

写真１ 生徒作品例
④結果
表２に集計した結果を示す。
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しかし、指導者としては、評価基準を５段階に
分けたものの、その境界を明確に説明することは
難しいと感じた。今回、生徒にルーブリック評価
による点数を示したが、生徒同士で見比べて、そ
の違いの説明を求められれば、明確に答えられる
自信はない。段階をいくつにしようとも、感覚的
に判断せざるを得ないところが出てきてしまうの
が課題と言える。
(3) 課題研究
①対象学年・学科

図１ 生徒作品例

３年 建築科 ３８名（全員）
④結果
集計した結果を表４に示す。また、生徒へのア

②テーマ

ンケート結果から、生徒の点数と“自分の受けた

課題研究のテーマの設定理由および今後の計画

評価に対する適切さ（アンケート中の問７）”と

について資料を作成し、その内容について班別に

の関係をとり、それを図２に示す。

発表する（発表時間５分、質疑応答３分）。
③評価方法
表５に示すような８つの評価規準と５段階の評
価規準とするルーブリック評価表をもとに、生徒
個々が他者評価・自己評価を行った。なお、これ
をもとに成績をつけることはなく、生徒たちにも
そのことを事前に説明した。
④結果
集計した結果を表６に示す。

図２ 図面の点数と生徒が受けた評価に対する
適切さとの関係

⑤成果と課題
生徒たちはルーブリック評価表の評価規準を念

⑤成果と課題

頭に置きながら、資料作成および発表を行ってい

資料１のアンケート結果を見ると、ほとんどの

たようだ。その点ではルーブリック評価表を使用

生徒はこのルーブリック評価を示されることで、

することの意義は大きいと考えられる。

どのようなことに気を付けて作品に取り組めばよ

一方、班のテーマが全部で１０あり、それに８

いのかが明らかとなり、設計や図面作成に対して

つの評価規準、生徒数３８名をかけると、入力す

前向きになるということが分かった。

るセル数は３，０４０個となり、多大な労力と時

図２は、アンケートをまとめる中で、生徒は自

間がかかる。この点については、マークシートの

分の点数が低ければ、このルーブリックに対する

活用が望ましいと考えられる。

評価の適切さを否定する傾向にあるのではとの推
測から、その関係性をグラフ化したものである。

３ まとめ

その結果、自分の点数が高い方が、この評価方法
を適切だと判断する傾向にはあるが、それほど相
関は高くない。すなわち自分自身の点数が低くて
も、この評価方法は適切だと納得しているという
ことが理解できる。

以上から、ルーブリック評価は、生徒の課題への
取組みに対する意識の高揚とさらなる改善促進につ
ながることが分かった。一方、評価基準の設定が困
難であること、また、その集計方法にも工夫の余地
があることが分かった。
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表１

デザイン技術におけるルーブリック評価

段階

5

規準

超えて達成

Ａ

高い

『軽い』を表現してい

非常に的確に表現

る造形か

している

Ｂ

高い

指定された範囲に的確

非常に的確に配置

に配置されているか

されている

観点

テーマ

完成度

高い

Ｃ
作品のクオリティ

4
十分に
達成
←

3

2

1

概ね達成

未達成

努力が必要

－

→

低い

表現している
←

－

表現されていない
→

配置されている
←

－

配置されていない
→

非常に高い技術で

高い

低い
雑である

製作されている
Ｄ

低い

←

－

→

低い

態度
発表する姿勢や

表

態度が悪い

発表を行っている

声の大きさ
発

非常に良い態度で

高い

Ｅ

←

－

→

非常に伝わりやす

解りやすさ

伝わらない

い発表である
高い

Ｆ
テーマとの関連

←

－

→

非常に的確に述べ

低い
解らない

ている。

表２

低い

デザイン技術のルーブリック評価の集計結果（一部抜粋）
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表３
No.

建築計画の図面におけるルーブリック評価

評価規準

配点

５

４

３

２

１

超えて達成

十分に達成

概ね達成

未達成

不十分

1

建物の延べ面積は正しく計算し、
かつ条件を満たしている（面積表
に正しく記入されているか）

5

全て満たし
ている

－

8割
程度

5割
程度

満たして
いない

2

屋外施設（ワゴン駐車場、自転車
置場、ゴミ置場、中庭）は、条件
を満たしている

10

全て満たし
ている

－

8割
程度

5割
程度

満たして
いない

3

所要室は、指定の床面積を満たし
ている

10

全て満たし
ている

－

8割
程度

5割
程度

満たして
いない

4

所要室の特記事項に記入されてい
る条件を満たしている

10

全て満たし
ている

－

8割
程度

5割
程度

満たして
いない

5

所要室の配置は、部門・部分ごと
に動線を分けて計画している

10

非常に適切
である

－

適切
である

－

不適切
である

6

平面計画は、無駄がなく合理的
（使いやすい）である

10

非常に合理
的である

－

合理的
である

－

無駄が非常
に多い

7

平面計画に、自分なりの独創性が
ある

10

非常に独創
性に優れる

－

独創性
がある

－

全くの模倣
である

8

二方向避難を考慮して、適切に階
段を配置している

5

適切に配置
されている

－

配置し
ている

－

配置して
いない

9

図面中に、出入口（図書館、集合
住宅、各住戸、通用門等）に▽が
記入されている

5

全てに記入
している

－

一部抜け
がある

－

記入が
ない

10

図面は、壁、開口部及び領域が明
確かつ丁寧に描かれている

10

優れている

－

良い

－

不明確で
乱雑

11

図面の室名は、漏れなくかつ丁寧
に書かれている

5

優れている

－

良い

－

乱雑で
ある

12

設計主旨は、分かりやすく適切に
まとめられている

10

優れている

－

良い

－

不適切

合

表４

計

100

建築計画の図面におけるルーブリック評価の集計結果（一部抜粋）
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表５
観点

段階

5

4

3

2

1

規準

超えて達成

十分に達成

概ね達成

未達成

努力が必要

高い

←

－

→

低い

これまでにない
新しい取り組み

最新の流行

現在の主流

基礎知識の
習得

具体的

←

－

→

曖昧

極めて高度

高度

適切

初歩的

不適切

積極的

←

－

→

消極的

休日平日問わず

課外の活動も
積極的に

課外も活動

授業時間内
のみ

活動していない

具体的

←

－

→

曖昧

目的・課題意識
に基づいた計画

目的と関連が少
ない

展望がない

テーマ
目的

難易度・先進性

目標
設定

具体的な目標の
設定

活動

積極的で計画的
な活動

内
容

展望

発
表

課題研究 計画発表会に関わるルーブリック評価

今後の活動計画

発表
態度

発表内容を把握
しながら、自分
の言葉で話す

情報
伝達

聞き手の様子を
見ながら、聞き
取りやすく発表

原稿の
見や
すさ

レイアウト、文
字サイズに配慮
し、見やすい

質疑
応答

質問者の意図を
把握し、的確か
つ簡潔に回答

適切な課題意
識、明確な展望
申し分ない

←

できている

→

できていない

原稿に頼らず自
信にあふれた

原稿はあるが
ほぼ見ずに

原稿を見ながら
もはきはきと

終始原稿を見て
聞き取りにくい

聞き取れない・
内容が重複する

申し分ない

←

できている

→

できていない

高度な情報を明確
かつ論理的に構成

調査した内容を
論理的に構成

おおむね論理的
一部情報不足

論理性の欠如、
情報不足

明らかな情報不足

見やすい

←

整っている

→

見にくい

ユニバーサルデ
ザインに配慮

見易く、疲れに
くい

構成が不適切

字が小さい、

申し分ない

←

できている

→

できていない

的確で簡潔

的確に応答

応答できる

対応不足

対応できない

表６ 課題研究 計画発表会に関わるルーブリック評価の集計結果（一部抜粋）
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資料１ 建築計画

図面のルーブリック評価に関するアンケート集計結果
回答数：25 人

問１

評価規準は、課題を仕上げる上での指標になりましたか。

①大変なった(7)

②まあなった(13)

④あまりなっていない(0)

⑤全くなっていない(1)

問２

③どちらともいえない(4)

問１で③、④、⑤と答えた人は、その理由を書いてください。（

）内の数字は前問の回答を示す。

 どちらともいえないから（③）
 設計主旨の自分の国語力の低さから勘違いを起こし、No.5 の評価がすごいことになってしまった(③)
 少し自由ではなかった（③）
 特に気にしていない（③）
 考慮していなかった（⑤）
問３

各評価規準およびそれらの配点は適切と思いますか？

①大変そう思う(6)

②まあそう思う(18)

④あまり思わない(0)

⑤全くそう思わない(0)

問４

③どちらともいえない(1)

問３で③、④、⑤と答えた人は、どう改善されるべきか書いてください。（

）内の数字は前問の回答

を示す。
 アベレージが分からない（③）
問５

このようなルーブリック評価があることで、課題の取組みに対する意欲が高まりましたか？

①大変高まった(5)

②まあ高まった(17)

④あまり高まらない(0)

⑤全く高まらない(0)

問６

③どちらともいえない(2)

問５で③、④、⑤と答えた人は、その理由を書いてください。（

）内の数字は前問の回答を示す。

 あまり変わらない（③）
 特に気にしてはいなかった（③）
 評価しなくてもできる（⑤）
問７

自分の受けた評価は適切でしたか。

①大変適切だ(10)
④あまり適切でない(0)
問８

②まあ適切だ(13)

③どちらともいえない(2)

⑤全く適切でない(0)

問７で③、④、⑤と答えた人は、その理由を書いてください。（

）内の数字は前問の回答を示す。

 普通が分からない（③）
 基準が分からないから（③）
問９

このようなルーブリック評価は、他の課題や科目にも活用した方が良いと思いますか。

①大変そう思う(5)

②まあそう思う(12)

③どちらともいえない(6)

④あまりそう思わない(2)

⑤全くそう思わない(0)
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問１０

問９でそう答えた理由を書いてください。（

）内の数字は前問の回答を示す。

 自分がどういったところでその評価になったと考えることができるから（①）
 何が悪かったなどがしっかり分かるので配点に納得がいくし、これからのやる気がでるから（①）
 評価基準がある方が、より正確により平等に評価できると思った。（①）
 もう一度見直せるから（①）
 これを制作するのは楽しいことなので活用できると思う（①）
 目標ができて良いと思う（①）
 その方が何がダメだったか分かるから（②）
 どうすれば点数が上がるか分かるから（②）
 確認しながら作業できるから（②）
 意欲が上がると思う（②）
 点の上げ方とか分かるから（②）
 こっちの方が評価を見て課題をどう進めるかが分かるから（②）
 この評価があるからもっと上を目指そうという気持ちになる（②）
 評価項目があった方が分かりやすいから（②）
 色んな人の意見を取り入れやすくなるから（②）
 詳しく自分の作品について評価されているから（②）
 頑張った分だけ点数になるよい制度だと思う（②）
 他の作成課題などでどうすれば良い作品になるかなどが知れるから（②）
 適当に挙手・発言すればよいと思う人が出ると思う。この評価に夢中すぎて他の内容を取り組めなくなるか
もしれない（③）
 場合による（③）
 規準を一つ一つ確認しながらの作業は大変だと思うが、あれば意欲は高まる（③）
 他の科目に取り入れられるのが難しいと思う（③）
 普通教科とかは通常通りに評価した方が良い（③）
 評価を気にしすぎて大体同じようになってしまうから（③）
 できれば他の教科ならペーパーが良い（③）
 普通にテストした方がいいと思う（④）
問１１

このルーブリック評価に関する意見・感想があれば書いてください。

 とても適切だと思う。
 自分が設計した配置図に対し、７７点は高いと思った。十分な点数をもらえた。
 ３年生になってはじめてやったが目標をもってできたので良かった。
 自分の欠けているところが見つけられたので、そこを今後直していけるように頑張りたい。
 一つ一つの評価内容をクリアしているか確認しつつ取組めたが、面積が間違っていたときに色々変えて自分
の思い通りにいかない時があった。
 何も思い浮かばない人にとっては目安になるのは良いが自由さに欠ける。今度は条件を無くしてやってみた
い。
 今までにないものだったのですごく良いなと思った。
 課題を仕上げる際、どのような点を意識して進めていけばよいのかが分かるのでやりやすいと思った。

 項目の条件を達成するために試行錯誤するので良いと思った。
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第２９回 メカトロアイディアコンテスト 報告
事 務 局

髙 橋

直 人

(山 形 県 立 寒 河 江 工 業 高 等 学 校 )

１ はじめに
今年度はコロナウイルスの感染拡大の影響に

県の特産物（関あじ・関さば・城下かれい）に

大きく振り回された１年となった。本来であれ

みたてたペットボトルやＣＤメディアなどを捕獲

ば、１０月に大分県で開催される第２８回全国

する。子猿は青の洞窟にみたてた設置場所から特

高等学校ロボット競技大会の予選会も兼ねて、

産物（しいたけ・かぼす）にみたてた塩ビキャッ

９月に開催を計画していた。しかし、全国大会の

プやテニスボールを出荷する。

中止が６月に決まりメカトロアイディアコンテ

収 穫を終えた親猿ロボットは、地獄エリア、“夢”

ストの開催についても危ぶまれた。実行委員会

大吊橋を経由し参道を上り佐神宮にみたてた設置

で協議を重ね、１２月１２日（土）寒河江工業高

場所に奉納する。

校体育館で開催することが決まり実行委員会を

（３）製作台数

リモコン型１台、自立型１台

中心に準備を進めてきた。そんな中、コロナウイ
ルスの感染が再拡大し、大会５日前で中止が決
定された。大会が開催されていれば、県内より１
２チームが出場し熱戦を繰り広げるはずであっ
た。
大会が中止となったが、実行委員会で掲げて
きた高校生によるものづくりの成果発表と魅力
発信をするため製作したロボットのパフォーマ
ンス動画をインターネット上に掲載し多くの
方々に見ていただけるよう計画している。

２ 競技内容
（１）競技イメージ
大分県の名所を巡りながら国宝に指定されてい
る宇佐神宮に大分県の特産物を収穫・捕獲し奉納
することをモチーフとしたものである。
（２）競技概要
競技時間は５分間。親猿と称したリモコンロボ
ット及び子猿と称した自立型ロボットが通過ポイ

大会ポスター

ントを経由しながら、指定された場所に搬送し、
競技終了時における点数の合計を競うものである。
親猿は、地獄エリアなどの難所を通過し、大分
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３ 大会開催までの日程
① 第１回実行委員会

６月 １日（月）

大会実施の検討
② 第２回実行委員会

６月３０日（火）

県大会競技内容・実施細則の検討
③ 第３回実行委員会

８月２６日（水）

大会申し込み・競技内容の検討
④ 第４回実行委員会

９月２５日（金）

運営マニュアル、審判マニュアルの検討
⑤ 第５回実行委員会

大会コース全体

１０月２８日（水）

運営最終確認、リハーサル
⑥ 第６回実行委員会

１２月１１日（金）

【中止】運営最終確認、リハーサル
⑦ 第２９回メカトロアイディアコンテスト
【中止】
⑧ 第７回実行委員会

１２月１２日（土）
１月１４日（木）

【中止】大会反省、次年度に向けて
⑨ 実技講習会（オンライン開催予定）

大会コース（自型ロボットコース）

３月 ６日（土）

４ まとめ
コロナウイルス感染防止対策として無観客での
大会を計画していた。そのため、大会を盛り上げ
るため進行をプロの司会者（フリーアナウンサ
ー）に依頼し、競技の映像をインターネットに掲
載する予定であった。
大会が中止となったが、各校のパフォーマンス
リモコン型ロボット（寒河江工業高校）

映像の公開を計画している。今後、メカトロアイ
ディアコンテストの成果発表と魅力発信の機会と
なることと期待したい。
最後に、大会は中止となりましたが本大会を運
営するにあたり、関係各位の多大な協力に感謝を
申し上げたい。

自立型ロボット（寒河江工業高校）
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第２２回 マイコンカーラリー山形県大会 報告
事 務 局
姉 﨑
剛
（山形県立新庄神室産業高等学校）

１ はじめに

３ 大会準備について

令和２年１０月３１日（土）新庄神室産業高校
体育館を会場に、第２２回マイコンカーラリー山
形県大会を開催した。
新型コロナウイルスの影響により全国大会の中
止が決定していたが、生徒の日頃の学習の成果を
発揮する場を設けるべきとの考えから、山形県独
自の大会として実施した。
大会についても、感染防止の観点から、例年行
っている前日のコース開放は行わず、選手、引率
者の入場は大会当日のみとした。また、大会当日
の入場者も最小限に限っての実施とした。

新型コロナウイルスの影響により昨年度末から
今年度初めにかけて行われた休校措置、また、そ
の影響から授業時数の確保に追われ、各校とも夏
季休業の期間短縮や７校時授業の実施が行われた。
また就職開始時期の変更など、例年とは全く違う
状況下であり、マシンの製作、調整についても大
変な年であったと思われる。
大会準備、運営については、感染防止対策とし
て会場入場者の制限、式典の簡素化、マスク着用、
手指消毒と会場内の消毒作業を徹底し、参加者に
は過去２週間分の健康観察簿の提出を求めること

２ 参加校および参加台数について

とした。例年、来賓としてご参加いただいている
高校教育課、各校校長にも、今年度については参

【学校別参加台数】
長井工業

Basic Class

３台

米沢工業

Basic Class

２台

山形工業

Advanced Class

４台

Basic Class

４台

Basic Class

５台

Camera Class

１台

村山産業

Basic Class

３台

酒田光陵

Basic Class

１台

Camera Class

３台

Advanced Class

１台

Basic Class

１台

寒河江工業

羽黒

加をご遠慮いただくこととし、大会の運営におい
ても、補助役員（補助生徒）を依頼せず、事務局お
よび実行委員のみでの運営とした。また、これま
では日立ドキュメントソリューションズ様より大
会運営に関わっていただいてきたが、今年度より
働き方改革の一環としてスタッフ派遣が無くなる
こととなった。しかし大会の確実な運営、また後
述する技術講習会実施のため、個別にスタッフの
派遣を依頼し、運営をサポートいただくこととし
た。

４ Camera Class のレギュレーションについて

【クラス別参加台数】
Advanced Class

２校

５台

Camera Class のレギュレーションは全国大会に

Basic Class

７校 １９台

おいて変更される予定であったが、全国大会の中

４台

止にともない実行委員会が開催されず、正式には

Camera Class

２校

新型コロナウイルスの影響によるためか参加を
見合わせる学校もあり、参加台数は計２８台にと
どまったものの、当初予想していた以上の参加台
数であった。昨年度から正式部門化された Camera
Class においては、新たに取り組んだ学校もあり、
他部門も含めて、今後の参加台数の増加を期待し
たい。
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レギュレーションの変更が決まっていなかった。
（ハーフライン、クロスラインの設置について）
山形県大会においては、レギュレーションが今後
変更される見込みであることから、新しいレギュ
レーションを採用し実施することとした。

【学校対抗】

５ 大会について

優 勝 山形工業高等学校

前日の試走がないため、当日の試走の時間を例
年より多く設定した。また競技開始前に実行委員
会、そして引率者会議を開催し、実施内容、例年と
の変更点の確認を行った。競技は例年通り２台並
走のタイムレースとして行った。各部門とも in コ
ース、out コースをそれぞれ１回ずつ、計２回走行
し、ベストタイムにより順位を決定する。ただし、
Camera Class については完走者がなく本選で順位
が決しなかったため、全競技終了後に順位決定戦
を実施、コース半周の走行タイム、または走行し
た距離によって順位を決することとした。各部門
の上位者は以下の通りである。

第２位 長井工業高等学校
第３位 寒河江工業高等学校
完走率は Advanced Class で 80%、Basic Class で
は 42.1%であったが、十分な準備期間がなかった
ことを考えると、よく健闘してくれた結果ではな
かったかと思われる。

６ 技術講習会について
例年マイコンカーラリーの事業としては１１月
の大会実施のほかに、技術講習会を実施している。
８月の長期休業中の実施を考えていたが、夏季休

【Advanced Class】
優 勝 山形工業 大沼

礼佳

業の短縮により日程調整が整わず、大会当日に引

第２位 山形工業 酒井

星成

率者、参加生徒を対象とした講演会として実施し

第３位 山形工業 奥山

航

た。内容は昨年度からの新設部門である Camera
Class の概要と制御方法について、運営をサポート

【Basic Class】

いただいた日立ドキュメントソリューションズの

優 勝 山形工業 井上

愛和

近野哲也様より講演をいただいた。新部門であり

第２位 山形工業 田中

適眞

今後発展する可能性があり、生徒も含めて広くそ

第３位 山形工業 髙橋

海成

の内容を知ってもらい、マイコンカーラリーの活
性化、参加台数の増加につながることを期待した

【Camera Class】
優 勝 酒田光陵 佐藤

剛志

第２位 酒田光陵 池田

葉留

い。

第３位 寒河江工業 後藤 拓斗
ただし、Camera Class の順位は順位決定戦での
走行距離による。

７ 県大会を振り返って
新型コロナウイルスの影響により、例年とは異
なるものとなったが、協賛企業、また実行委員の
先生方のご協力をいただき、無事に大会を終える
学校対抗については Advanced Class と Basic

ことができた。あらためて感謝申し上げます。

Class の成績のみを対象としていたが、実行委員会

事務局の課題として全国大会出場枠の問題が残

で山形県大会においては Camera Class も対象とす

っている。東北他地区との協議が必要となる点も

ることに決した。しかし今回は本選を完走した選

あるが、出場枠の確保には山形県大会の出場台数

手がいなかったため、学校対抗の対象とはしない

の増加が必要である。今年度の大会実施が各校の

ことを実行委員間で確認した。今後競技規則に明

継続した取り組みにつながり、今後の活動の活性

文化したい。学校対抗の結果は以下の通りである。

化につながってくれれば幸いである。
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令和２年度 第１６回高校生ものづくりコンテスト山形県大会 旋盤作業部門
兼 高校生ものづくりコンテスト２０２０東北大会旋盤作業部門予選会 報告
事 務 局
五 十 嵐
聡
（山形県立米沢工業高等学校）
大会の結果は、酒田光陵 3 年の大井君がほぼノーミ
スに近い 198 点で優勝に輝きました。2 位、長井工業１
年の髙橋君、３位、新庄神室産業２年の髙橋君という結
果でした。
選手は、休校明けから大会までの短い期間に、制限が
ある中練習に励み、よく頑張ってくれたと思います。選
手ならびに指導者の方々の努力に敬意を表します。

１ はじめに
4 月に全国大会の中止が決定し、県大会の実施も
難しいであろうと思われました。そんな中、5 月に
東北大会の開催が決定し、それに伴って県大会の日
程を８月３０日（日）に変更し、山形県立村山産業
高等学校にて「令和２年度第 16 回高校生ものづく
りコンテスト山形県大会旋盤作業部門兼高校生も
のづくりコンテスト 2020 東北大会旋盤作業部門予
選会」が開催されました。米沢工業、長井工業、山
形工業、村山産業、新庄神室産業、酒田光陵から計
６名が参加しました。
（鶴岡工業１名、怪我により
不出場）

３ 大会結果

２ 大会の様子
今年度は、事前に提示した 4 つの課題から当日抽選

１位

大井 伶馬

酒田光陵３年

198 点

２位

髙橋

涼

長井工業１年

176 点

３位

髙橋 悠斗

新庄神室２年

165 点

４位

青野 利久

村山産業２年

５位

宮林 裕樹

山形工業３年

69 点

６位

本間 大嘉

米沢工業 2 年

40 点

で課題を決める形式としました。全国大会で予定され
ていた学科課題は協議の上、今年度は実施しませんで
した。実技課題は、昨年度までのものから比べると難易
度が下がり、時間も標準時間 2 時間（作業打切時間 2 時
間 30 分）に短縮になりました。ギリギリの選手もおり
ましたが、６名全員が最後までやりきることができま
した。

写真２ 大会参加選手
優勝 前列 右 大井 伶馬（酒田光陵）
2 位 後列 左 髙橋 涼（長井工業）
3 位 前列中央 髙橋 悠斗（新庄神室）

４ おわりに
優勝した大井君（酒田光陵３年）は 11 月 13 日～15
日に秋田県大仙市で開催された東北大会に出場しまし
た。東北大会では、実力を最大限に発揮し、堂々の 4 位
（３位との得点差わずか 2 点）という結果でした。
最後に、コロナ禍での大会開催にあたり、ご支援ご協
力を賜りました審査委員をはじめ会場校の村山産業高
等学校ならび関係各位に心より御礼申し上げます。

写真１ 大会風景
昨年度、入力作業、チェック作業で見落としがあり、
順位が変更する事態となり、多大なご迷惑をおかけし
ました。その反省をもとに、体制をもう一度見直し、間
違いが起こらないように業務を進めました。
-37-

令和２年度 第１６回高校生ものづくりコンテスト山形県大会兼東北大会予選会

自動車整備部門 報告
事務局 自動車システム学科 田村 隆
（羽黒高等学校）

１ はじめに

全国大会及び東北大会での問題や使用車両に準
じ、大会運営・問題作成を心掛けたが、全国大会の

令和２年６月１３日（土）
、羽黒高等学校におい

問題は公表されておらず対応が難しい。

て「第１６回 高校生ものづくりコンテスト（自動
車整備部門）山形大会兼東北大会予選会」が行われ

４ 競技

る予定であったが、新型コロナウィルスのため中
止となった。５月に東北大会開催地である宮城県

競技は４つの課題で４人の参加者のため、実習

から、今年度の東北大会開催は中止という発表が

工場を４つのブースに分け、一斉スタートの２０

あり、参加校である羽黒高校と山形明正高校で今

分間ローテーションで実施する。

年度の開催について検討された。

「学科」は三級整備士試験問題。
「定期点検」は

その結論として、コロナウィルス対策を考える

実車を使用した日常点検と制動装置の点検。
「測定」

とリスクがあり、安全保障も困難なことから参加

は、計測機器を使った測定。
「故障探求」は、エン

校の学校長からも承認をいただき、今年度の自動

ジン始動前の確認と汎用スキャンツールを用いた

車整備部門の東北大会に続き、県大会の中止も決

故障診

定した。

断を出題する。

昨年から事務局を務め２年目となるが、来年度
へ向けて昨年度の内容も含めて記載いたします。

２ 大会日程
当日の大会日程は以下の通りで、１日で全ての
競技が終了する日程である。
9:00 ～

9:30

受付

9:30 ～

9:45

開会式

10:00 ～ 11:50

競技

11:50 ～ 12:20

採点及び集計

12:20 ～ 12:35

結果発表及び閉会式

「定期点検」

競技者 ４名

「測定」

「故障探求」

〔山形明正高校 ２名 ・ 羽黒高校 ２名〕

６ おわりに
３ 課題内容

来年度は、コロナウィルス対策され、ものづくり

競技課題は「学科」
「定期点検」
「測定」
「エンジ

コンテストが開催されて、日頃の成果を発表でき

ン故障探求」の４課題である。得点は４００満点で

る場を提供できることを願っている。

争われ、合計点数が高い選手が上位となる。また、
各課題の制限時間が２０分間であり、合計点が同
じ場合は総時間が短い方を上位としている。
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令和２年度 第１６回高校生ものづくりコンテスト山形県大会 電気工事部門 報告
事 務 局
遠 田
幸 平
（山形県立酒田光陵高等学校）
表 東北大会の結果

１ はじめに
第１６回を迎える当部門は６月１３日（土）
、１４日

１位

福島県勿来工業高等学校

２位

青森県むつ工業高等学校

（日）に独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
山形県支部 山形職業能力開発推進センターを会場に
行われる予定でしたが、新型コロナウィルス感染拡大

採点対象外

仙台市立仙台工業高等学校

採点対象外

山形県立新庄神室産業高等学校

により中止となりました。

２ 経緯

欠場

秋田県立男鹿工業高等学校

４月６日に高校生ものづくりコンテスト全国大会の
事務局より新型コロナウィルス感染拡大を受けて、全
国大会の中止が決定されました。それと同時に山形県
大会も感染拡大防止の観点から中止を決定しました。

３ 東北大会の開催
東北大会については、１１月１４日（土）
、１５日（日）
に山形県で開催されることになりました。山形県大会
を中止したため、代表者の選考は県大会に出場予定だ
写真 東北大会の様子

った高校より出場者を募集。応募多数となった場合に
は抽選により代表者を決定することとしました。
募集したところ、県立新庄神室産業高等学校３年

４ おわりに

機械電気科田宮海斗さんから応募があり、県代表とし
最後になりますが、第１６回目の県大会は中止とな

て推薦することを決定しました。

ったものの、山形県で東北大会が開催され、練習時間が

今年度の課題は難易度が高く、さらに練習時間も

ない中で県代表として参加した田宮さんが残してくれ

短い中での参加となったため、時間内での完成とはな

たものはたくさんあったのではないでしょうか。

りませんでした（参加者 4 名の内、完成は１名と厳し

今後、状況がどのようになっていくかはわかりませ

いものでした）
。しかし、厳しい環境の中で丁寧で正確

んが、来年度は通常通りに第１７回が開催できること

な作業ができたため、山形県の代表者としての役割を

を願ってやみません。

立派に果たしてくれました。参加した田宮さんに敬意
を表すともに指導された先生方にも感謝を申し上げま
す。
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令和２年度 第１６回高校生ものづくりコンテスト山形県大会 電子回路組立部門
兼 高校生ものづくりコンテスト２０２０東北大会予選会 報告（中止）
事務局 電子機械システムコース 須賀 慎一
（創学館高等学校）
本大会の課題は、全国大会の要項を参考に出題され

１ はじめに

る予定であった。入力回路基板は、過去の大会に準じて

本大会は、県立産業技術短期大学校を会場に、６月１

事前に３つの仕様を公開し、大会当日に１つを抽選で

３日（土）に実施する予定であった。東北大会の予選も

決定し、プログラミング課題は３問を公開課題、大会当

兼ねており、県内工業系学科設置校 7 校から、選手が

日に２問追加して計５問を出題する予定であった。

参加する予定であった。しかし、新型コロナウィルス感
染拡大により全国大会の中止、また、県大会でも使用す

３ 大会結果

る予定であった全国大会用の出力回路基板の販売取り
止めなどを踏まえ中止となった。

中止のためなし

４ 東北大会の代表決定について
２ 大会内容

優東北大会への山形県代表者は推薦とした。推薦方

本競技は、各参加校で用意した制御用コンピュータ

法については、令和元年度大会の最上位者から候補者

に、課題で設計・制作する入力回路基板および制御対象

として選考した。

装置を組み合わせ、図 1 に示す課題システムを完成さ
せる。さらに、仕様に従いプログラムを制作し、課題シ

５ 東北大会出場者

ステムで動作させる競技である。

山形県立山形工業高等学校
情報技術科 3 年 大沼 礼佳

４ おわりに
今年度は、新型コロナウィルスの影響により大会中
止となりました。準備を進めていた選手にとっては活
躍の場が失われてしまい、大変残念であったと思いま

図 1 課題システムの構成図

す。
開催の有無を決定するにあたり、関係の先生方には
ご意見やご提案を頂き感謝いたします。本大会の実施
に向けて、審査員や課題の作成など引き受けて頂いて
いた先生方、また会場を提供いただく予定であった山
形県立産業技術短期大学校をはじめ、大会運営に関わ
っていただいた関係各位の皆様に心より感謝申し上げ
ます。
図 2 制御対象装置②の構成図
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令和２年度 第 16 回高校生ものづくりコンテスト山形県大会
化学分析部門 事業報告
事 務 局

加 藤

智 一

（山形県立山形工業高等学校）
(4)実験報告書は、時間内に必要事項を報告書に記載

１ はじめに

し、提出する。

第１６回高校生ものづくりコンテスト山形県大会

３）評価の観点

化学分析部門は、コロナ禍の影響により例年より約

(1)作業態度

一ケ月遅れの７月２５日（土）、山形工業高校化学実

(2)技術度

験室を会場に開催された。

(3)完成度・結果

本大会の目的は、県内工業高校の化学系工業科で
学ぶ生徒達が学習活動で身につけた化学分析の技術

３ 競 技

を互いに競い合いながら更なる技術 を習得し、化学
工業の発展につなげることにある。

本大会は、全国大会・東北大会と同じ課題で実施。

本大会には、 山形工業高校、鶴岡工業高校、酒田

実験操作には希釈倍率を決める操作を加え、より技

光陵高校、米沢工業高校から各２名ずつ参加した。

術の適正を求めた。また、操作の適正や真値に重点
を置くことで、全国大会でも通用する精練された操

２ 課 題

作技術が求められる大会となった。
審査は学識経験者１名、環境計量士２名の計３名

キレート滴定法により試料水中の Ca 及び Mg の

の審査委員により行われ、各評価の観点に対応した

定量を行うことにより、試料水の各硬度を求め、測

評価点の合計により順位を決定した。

定結果報告書を提出する。
１）実験概要

４ 結 果

実験手法は、JIS K0101:1998 工業用水試験法および
日本工業化学教育研究会高校生ものづくりコンテス

第１位

菅原

一妃

(山形工業高校)

ト化学分析部門研究委員会発行高校生ものづくりコ

第２位

青木

美空

(山形工業高校)

ンテスト化学分析部門ブロック大会標準テキスト

第３位

佐藤

友浩

(酒田光陵高校)

2018 年版(キレート滴定法)に準ずる。
(1)M/100 EDTA 標準溶液を作る。
(2)検水をコニカルビーカーにとる。
(3)検水のｐＨを調整するために 緩衝液を加える。
(4)これを良く振り混ぜながら M/100 EDTA 標準
溶液で滴定する。
(5)EDTA 標準溶液の滴定所要量から計算によって
検水の全硬度およびカルシウム 硬度を決定する。
(6)全硬度、カルシウム硬度により、検水のマグネシ
Fig.1 優勝した菅原一妃選手 (山形工業高校)

ウム硬度を算出する。
２）実験の要件

５ おわりに

(1)実験操作や器具の選択は、準備された器具の容量
や化学実験の基本的な操作法を考慮して行う。

県大会で優勝した菅原 一妃（山形工業高校）は宮

(2)課題を進める際には、実験マナー・安全性・分析

城県古川工業高等学校で１１月２０日(金)２１日

技術・測定精度を考慮する。

(土)の両日開催された東北大会に出場。第４位とな

(3)実験器具は、準備されているものから適正な器具

りました。御協力いただいた各高校の先生方、審査

を使用する 。

員の皆様に、深く感謝申し上げます。
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令和２年度 第１６回高校生ものづくりコンテスト山形県大会 木材加工部門
兼 高校生ものづくりコンテスト２０２０東北大会予選会 報告
事 務 局
栗 田
耕 史
（山形県立新庄神室産業高等学校）

１ はじめに

３ 大会結果

今大会は、木材加工部門としては１５回目の開催で

第１位 高橋 真太 東北大会出場

ある。県内の建築関係学科が設置されている高校のう

(創学館高等学校 やまがた創造工学科３年)

ち２校から計４名の選手が参加し、日頃の実習等で鍛

第２位 佐東 岳

えた木材加工の技を競い合った。

(山形工業高等学校 建築科２年)

今年度は新型コロナウイルスの影響により開催時期、

第３位 松田 大輝

競技方法、審査方法など多くの変更点を加えて山形県

(山形工業高等学校 建築科１年)

大会を実施した。

２ 大会概要
（１）期日・会場
競技会 期日：令和２年８月２９日 (土)
会場：各校実習室 ※期日は基準日
審査会 期日：令和２年９月 ４日 (金)
会場：新庄神室産業高等学校

完成作品

（２）参加者

４ おわりに

○山形工業高等学校 ２名
○創学館高等学校

今年度は新型コロナウイルス感染対策のため、競技

２名

会と審査会を別日程、別会場で実施した。選手は一つの

（３）課 題
墨付け、加工、組み立て（３時間１５分）

会場に集まらずに、各校の実習室において作品を製作

※課題は東北大会と同等

した。その後、実行委員が各校の作品を事務局校に持ち

※時間は東北大会より１５分長く設定

寄り、実行委員のみで審査を行った。

（４）審 査

参加選手は練習の成果を発揮し、素晴らしい作品を作

実行委員が減点法で総合的に審査を行った。

り上げてくれた。木材加工を通じて、ものづくりに必要

（５）表 彰

な資質・能力を身に付けることができたと思う。また、

優勝、準優勝、３位を表彰し、優勝者が東北大会へ

審査では実行委員の適切な判断により厳正に実施する

の出場権を得る。

ことができた。

審査の様子

競技の様子
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令和２年度 第１４回高校生ものづくりコンテスト山形県大会 測量部門
兼 高校生ものづくりコンテスト２０２０東北大会予選会 報告
事 務 局
是 谷
実
（山形県立酒田光陵高等学校）
とＢ点とＣ点における器械の移動及び据付と

１ はじめに

測角・測距、選手ⅢがＣ点からの器械の移動

「高校生ものづくりコンテスト」測量競技部門は、毎

とＤ点とＥ点における器械の移動及び据付と

年６月上旬に（社）山形県測量設計業協会主催の「山形

測角・測距を順に行う。

県高等学校サーベイコンテスト」トータルステーショ

角観測は単測法で正反一対回とし、測距は光

ンの部優勝のチームが「高校生ものづくりコンテスト

波により各測線とも必ず４回測定する。観測は

東北大会」測量競技部門に出場することになっている。

Ａ点→Ｂ点→Ｃ点→Ｄ点→Ｅ点と左回りに測

しかし、今年度はコロナ渦の影響でサーベイコンテス

定し、測定の順番を変えてはならない。但し、

トが中止となり、ものづくりコンテスト全国大会の協

再測が必要な場合は全ての点の測定が終わっ

議内容及び審査基準で実施した。

てから、必要とする測点で測定する。その場合、
選手ⅠがＥ点からの器械の移動、据付と測角・
測距を行う。

２ 大会概要
（１）日

時 令和２年９月５日（土）

（２）場

所 山形県立米沢工業高等学校

（３）参加者

２）内業
開始の合図により、外業の野帳データをもと
に、トラバース計算書を３人が各自で計算し

山形県立山形工業高等学校

て完成させる。

山形県立米沢工業高等学校

測角誤差の調整は各測点に均等に配分し、余っ

参加校２校，参加生徒６名

た調整量は角度の大きい測点から配分する。

※参加希望校のみで実施

トラバース計算の調整量は、必ずコンパス法を
用いて、合緯距・合経距の計算はＡ点を原点と
して行う。

３ 大会結果
優 勝 山形県立米沢工業高等学校
準優勝 山形県立山形工業高等学校
山形工業高校

米沢工業高校
内 業

（４）競技内容
１）外業
総測線長１４０ｍ～１５０ｍの五角形の内角、
磁北（仮の磁北Ｎ点）から方位角を測定する。
方位角の測定は、Ａ点に器械を据付、Ｎ点を仮
の磁北として右回りの角とする。
選手Ⅰが方位角とＡ点における器械の据付と
測角・測距、選手ⅡがＡ点からの器械の移動
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４ おわりに
今年度の東北大会は岩手県で開催され、米沢工業高
校が出場した。外業開始からミスがあり、練習の成果を
発揮できず入賞はできなかった。
最後に、コロナ過でも大会実施に向けて運営にご尽
力いただいた方々に心より感謝申し上げる。

令和２年度 高等学校工業科担当教員実技講習会（報告）
山形県立山形工業高等学校

１ 講習テーマ

峯田 利夫

６ 参加者
鶴岡工業高等学校
建築科
中村 裕
酒田光陵高等学校
機械科
小山 剛史
環境技術科
小松
正
寒河江工業高等学校
電子機械科
滝口 和典
機械科
樋口 順紀
村山産業高等学校
電子情報科
本木 伸秀
米沢工業高等学校
電気情報類 金子 豊
山形工業高等学校（講習会担当事務局）
情報技術科
峯田 利夫
情報技術科
齋藤
薫
情報技術科
桃園 達也

授業で使える教材作りの実践
～３Ｄプリンタなどの活用～

２ 講 師
山形大学有機材料システムフロンティアセンター
プロジェクト準教授 川上 勝 先生
アシスタント工学部学生 相磯氏、森氏、横江氏

３ 会 場
山形大学工学部大学院理工学研究科
／機械システム工学科 １０号館４階 大会議室

４ 開催日時
令和２年１１月２１日（土）
受

付

10:00～10:20

７ 講習会の感想

開会行事

10:20～10:30

講

10:30～12:00

近年、３Ｄ造形技術の進歩はその利便性、機能性、コ
ストパフォーマンスなどあらゆる点で目を見張るもの
があるとは思っていたが、利用分野も日常生活品から
各種工業製品、芸術、デザイン、医学、医療、分子生物
学、地理、考古学、博物学等々際限なく広がっており、
それに伴いほぼ無料で使用できる詳細なデータ群も無
数に公開されていることを知った。
今回の講習会では授業で使える教材作りと題して、
学校現場で気軽 fusion360 などのソフトウエアや３Ｄ
プリンタを利用して目に見える教材を作って授業に役
立てていただきたいという趣旨で大変わかりやすく、
興味深い講習会を開催していただきました。川上先生
はじめスタッフの方々に感謝いたします。
（事務局 峯田）

習

昼食・休憩

12:00～13:00

講

習

13:00～14:30

閉会行事

14:50～15:00

５ 講習内容
（１）何もないところから３Ｄデータを作る
fusion360 の紹介
マグカップを作る
スライサーSimplify3D の紹介
（２）施設見学、３Ｄプリンタの紹介
データを３Ｄの印刷にかける
（３）３Ｄデータをプログラムでつくる
ＯＰＥＮＳＣＡＤの紹介
マグカップを作る
（４）３Ｄデータを拾ってくる
Thingiverse の紹介
国土地理院
火焔土器
ＰＤＢ、ＮＩＨ
（５）大きなものを作る
Slicer の紹介
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山形県教育センターだより
山形県教育センター
研究・情報課 指導主事 伊藤 泰司
１ はじめに
県教育センターは、本県教員の中核的な研究・
研修・相談機関として、教員の資質向上のための
研修の充実、教育課題を踏まえた実践的研究の推
進と成果の普及に努めています。さらには、学校
や各研究会の研究・研修活動への協力、教育資料
の情報発信などを通じて、学校や先生方の支援も
行っています。
２ 調査研究について
本県の教育目標に基づき、山形のよさを生かし
た教育の推進をめざし、学校や研究機関等との連
携を図りながら、時代の要請を受けた調査研究を
進めています。長期研修については、今年度特別
支援教育分野において、２名の研修生が６か月に
わたり、各自が設定した教育課題について調査研
究を進めています。
令和２年度 調査研究テーマ
① 「探究型学習」によって確かな学力を育成する
授業づくりについて［R2 年度（単年度更新）］
② 小学校プログラミング教育に係る学校ニーズ
への対応［R 元年度から３年間］
③ 不登校対策について［R2 年度から３年間］
④ 長期研修生が主体的に設定したテーマによる
研究（６か月・12 か月）

３ コロナ禍における研修講座の対応について
今年度は、新型コロナウイルスの感染拡大の影
響により、６月までに開催を予定していた基本研
修（悉皆研修）は、オンラインによる課題配信や
レポート提出による代替え研修に、専門研修はす
べて中止としました。７月以降は、集合型（研修
生が本センターに集合する）の研修講座を再開し
ながらも、講師が来所できない場合や、密になら
ないように会場を分散させる必要がある場合は、
Web 会議システム等を活用しながら研修講座の
運営を行いました。ご迷惑をおかけしたこともあ
ったとは思いますが、関係各所および先生方のご
協力により、大きなトラブルもなく対応すること
ができましたことに、心より感謝申し上げます。
また、コロナ禍への対応に苦慮する一方で、オ
ンラインを積極的に活用するなど、新たなことに
取組みながら、これまでの当たり前を見直すこと
のできた一年でもありました。
来年度も、研修講座ごとの特性や教育の不易を
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踏まえながら、
With コロナ時代におけるより良い
研修講座の運営を県教育センター全体で取り組
んでいきたいと思います。
４

令和２年度 カリキュラムサポート事業
特別講座について
県教育センターでは、カリキュラムサポート
事業として、不定期ではありますが教育課題に対
応した特別講座を開催しています。
今年度は、12 月 13 日（日）に、著書『学校の
「当たり前」をやめた。』で注目を集め、抜本的な
教育改革を実践している本県出身の横浜創英中
学校・高等学校長 工藤勇一先生を講師としてお
迎えし、
『新しい時代の学校教育のカタチ』をテー
マに御講演いただきました。
例年は本センターを会場に開催していますが、
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況
に鑑み、今年度は事前登録者限定 YouTube Live
ストリーミングによるオンライン開催としなが
らも、インターネット環境が十分でない方々のた
めに、本センターにパブリックビューイングを設
営し開催しました。休日にも関わらず 223 名（オ
ンライン 214 名、来場 9 名）の参加がありました。
日本の教育が抱える真の課題、「自律した生徒
の育成」を最上位目標とした今後の学校や教員の
あるべき姿について、自身の経験も踏まえながら、
分かりやすくお話ししていただきました。
また、最上位の目標を学校全体で合意し、目標
を達成するために本当に必要な手段は何なのか
を、常に当事者として改革していく必要があると
いったお話は、どの職業にも通じることであり、
教員以外の参加者にとっても意義ある特別講座
だったと思います。
５ おわりに
県教育センターでは、校内研修や各教育研修会
等の活動を支援するために、指導主事を派遣する
出前サポート（授業研究会、環境教育、探究型学
習、ICT 活用・情報教育、いじめ防止対策、特別
支援教育、教育相談）を行っています。令和元年
度は、173 カ所、受講者数 4,665 人の先生方にご
活用いただきました。
今後も各学校のニーズに応じて、きめ細かなサ
ポートを実施いたします。お気軽にご相談くださ
い。

各校ニュース
山形工業高等学校

寒河江工業高等学校

創立 100 周年

１年間を振り返って
本校では地域に根ざした「輝くエンジニア」
を目指して、生徒と職員、さらに保護者や地域
産業と連携した活動を展開しています。今年度
は新型コロナウイルスの影響で、予定されてい
た行事や検定試験などが中止になることもあり
ましたが、そんな中での本校の現状や主な取り
組みについて紹介します。
はじめに、寒河江工業高校改築整備事業につ
いて、いよいよ基本・実施設計が示めされまし
た。それを受けて、詳細について確認や検討を
繰り返しながら、令和４年着工、令和６年４月
併用開始に向けて準備を進めています。
次に、
「水中ロボットコンベンション」初出場
に向けて、情報技術科３年生５名が課題研究で
ラズベリーパイを用いた水中ロボットを製作し
ました。新型コロナウイルスの影響で、大会は
Ｗｅｂ上での開催となりましたが、ジュニア部
門で特別奨励賞を受賞しました。

令和 2 年 10 月 8 日、本校体育館において「創
立 100 周年並びに新校舎落成記念式典」が挙行
されました。
御来賓として、
山形県議会議長 金
澤忠一様、山形県議会議員

楳津博士様、山形

県教育委員会教育長 菅間裕晃様を始め、高大
連携協定締結大学・工事施工者・後援会賛助企
業・旧職員・旧 PTA 役員の各代表など多数の御
臨席のもと、生徒会制作「創立 100 周年記念映
像」の上映に続き、記念式典が厳粛の内に滞り
なく執り行われました。また、当日の山形新聞
には、カラー版で８ページに及ぶ特集記事が掲
載されました。

また、100 周年記念事業の 1 つとして、平成
30 年度に修学旅行で来校し、工業実習や文化交
流を行ったことをきっかけに、これまでオンラ
また、ものづくりの楽しさを地域に発信する
試みとして、毎年、機械科３年生全員が寒河江
市内の小学校を訪問し、小学生と一緒に「ポン
ポン船」や「ペットボトルカー」を作ってきま
したが、今年度は、５名の生徒が閉校を迎える
「幸生小学校」を訪問し、サンドブラスタを使
った記念品を製作。ものづくりの楽しさを伝え
ながら交流を深めてきました。

インミーティング（Skype や zoom を使用）で
交流を深めてきた国立新竹高級工業職業学校
（台湾）と姉妹校の締結をしました。さらに、
ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞで資金を募った現在進行中の山
工元気プロジェクト「SDGs 実践！！IoT でマ
ンゴー栽培」では、国内の学校では初となる日
本 SDGs 協会認定事業となりました。
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各校ニュース
村山産業高等学校

新庄神室産業高等学校
令和２年度この一年

今年度を振り返って

１ はじめに
本校は地元地域に貢献し、社会の変化に対応
できる人材育成を目指し、令和４年度からの新
学習指導要領を見据えた新たな教育課程（農業
科名変更含む）に今年度の１学年より取り組ん
でいます。

１ 機械科の活動
今年度の機械科は新１年生が２１名、２年生
が２５名、３年生が２６名の７２名でのスター
トとなった。コロナウィルス感染防止に努めな
がらの１年間であったが機械科では次のような

２ 工業科の活動
機械電気科では、
コロナ禍ではありましたが、
今年度も「高校生ものづくりコンテスト」に積
極的に取り組み、電気工事部門では東北大会に
県代表として出場、旋盤部門では県大会第３位
という成績を収めました。
科一丸となり資格取得に取り組んだ成果、ジュ
ニアマイスター顕彰で特別表彰者をはじめ多く
の表彰者を出すことができました。
環境デザイン科では、今年度、新たに最上総
合支庁と連携しＵＡＶ（ドローン）を用いて探
究型学習を通した地域貢献活動に取り組んでい
ます。

出来事があった。
➀やまがた高校生ロボットコンテスト準優勝
第４回やまがた高校生ロボットコンテストに
て本校機械科１年生が製作した「村産 enjoy
軍曹」が予選では満点を出し決勝では準優勝
を獲得した。
➁足踏み式消毒スタンドの寄贈
自動車リサイクル部品を使用した足踏み式消
毒スタンドを山形県自動車販売店リサイクル
センターへ贈った。
➂県章盾を県知事へ寄贈
課題研究班で製作した県章と県のキャラクタ

新庄市「ゆめりあ」でプログラミング水族館

ー「きてけろくん」の木製盾２点と焼きごて
を県庁知事室にて県知事へ手渡した。

２ 電子機械科
コロナ禍の中ではあったが「電子道場」は今
令和２年９月１９～２０日に新庄駅併設の
「ゆめりあ」で開催された「沖縄フェア」とタ
イアップして地域小学生を対象とした「プログ
ラミング水族館」を企画し、機械電気科３年課
題研究班が講師を務めました。プログラミング
体験を通してプログラミングの楽しさを伝える
ことができました。将来的に工業高校で学び、
ものづくりに携わる人材を数多く育てるために
来年度以降も継続的に続けていきたいと考えて
います。

年も活躍した１年となった。
「
( 電子道場」とは。
電子情報科の１から３年生の総称で、学科の縦
のつながりと学びの継続を意味している。)
➀全日本電気自動車グランプリにて高校・大学
部門第４位
筑波サーキットにて大会が行われ本校電子
情報科チームの「M4E1」が高校・大学チーム
１９台中４位と大健闘した。
➁技能五輪全国大会 Web デザインへ県代表と

第 4 回やまがた高校生ロボットコンテスト優勝
令和２年１０月２４日
に山形国際交流プラザ
山形ビッグウイングで
行われたコンテストに
出場し３年ぶり２回目
の頂点に立ちました。

して出場
愛知県で行われた技能五輪全国大会へ３年
生２名が県代表として出場した。時間ギリギ
リまで作業を行ったが健闘むなしく入賞には
至らなかった。
➂パテントコンテストにて優秀賞を獲得
パテントコンテストへ応募し、全国 880 件

３ おわりに
次年度も高産連工業専門部の窓口として運営
にあたります。どうぞよろしくお願いいたします。

から優秀賞へ選ばれ、晴れて特許出願となっ
た。
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各校ニュース
米沢工業高等学校(全日制)

米沢工業高等学校(定時制)

地域と共にある学校を目指して

一致団結

本校は創立１２３周年を迎え、
「古き良きもの

今年度は年度当初臨時休業が続き、組まれて

づくり」を伝承してきたが、令和７年度に新高

いた行事も中止や大幅な変更を余儀なくされま

校（米沢産業高校（仮称）
）へ移行する大きな転

した。特に大きな影響を感じたのは、５月の行

換期を迎えている。

事でした。１年次の宿泊研修・２年次の校外研

今年度は開校準備委員会を中心に、基本理念、

修を１０月に変更し、隔年で実施している３・

設置課程・学科の目標及び教育課程について話

４年次の修学旅行は結果として中止せざるを得

合いを重ねてきた。令和３・４年度開校整備委

ませんでした。年度の早い時期にクラス・年次

員会、
令和５・６年度開校準備委員会を設置し、

の団結と融和を図る行事ができなかったことは

開校に向けた準備や広報について本格的な活動

大変残念でした。年間の活動を通して、活気ある

を行っていく。

定時制の学校生活を目指した一年となりました。

コロナの影響で年度当初２ヶ月間の休校が続

１０月の文化祭では「一

き、大会及びコンテストが中止又は延期となっ

致団結」が生徒会スロー

た。しかし、実習や様々な学校行事について教

ガンに決まりました。新

職員が一致団結して知恵を絞り、創意工夫しな

型コロナウィルス感染

がら実施してきた。特に、キャリア教育で重要

拡大防止への決意を表

な現場見学及びインターンシップ、課題研究発

現しようと巨大壁画の

表については、例年同様の内容での実施を目標

制作を行いました。デザ

に万全のコロナ対策で臨んだ。

インを四分割し、それぞれのパートを各年次が
制作担当し最後に一つに合わせました。年次の
個性と全体のまとまりが表現できた作品が完成し
ました。
今年度４年次は１名でした。課題研究では「定
時制駐輪場の修繕・環境整備」がテーマに組ま
れました。
「修繕」の分野で塗装に取り組みまし
た。１９．９メートルの駐輪場をケレン作業か

２年生インターンシップ(10/28･29 実施)

ら塗装までたった一人で行うことは当初、大変
な作業に思えました。しかし黙々と作業する生
徒の姿を見て手伝う職員が次第に集まり最後は
全職員が見守る中、期間
内に無事作業が終了しま
した。一人の生徒と定時
制職員全員が心を一つに
した成果が生まれまし
た。１月の発表では３年

全校課題研究発表会(1/30 実施)

次生徒と全職員の前で

本校では「主体的・対話的で深い学び」を基

堂々と発表を行いました。

礎に、縦横の連携及び協働による創造（想像）
あふれる
「ものづくり」
を今後も実践していく。
それら様々な活動を通して問題解決能力を育成
して社会貢献にもつなげ、地域に必要な唯一無
二の存在となる活動を継続していく。
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各校ニュース
長井工業高等学校
勤労体験学習
今年度は説明するまでもなく様々な行事が中
止または延期となった年です。本校では例年行
っている２学年の６月のインターンシップや工
場見学など外部での活動が出来ない状態となり
ました。そこで２学年３学科の生徒たちは勤労
体験学習の環境整備事業として校舎前の駐車場
と駐輪場の塗装作業を行いました。
７月１０日
（金）、福祉生
産システム科
２年生が駐車
場のライン引
き作業を行い
ました。当日は
曇り空で雨も
心配されましたが、何とか最後まで作業すること
ができました。
７月２１日（火）、
電子システム科
２年生が駐輪場
通路のペンキ塗
り作業を行いま
した。作業エリ
アが広く多少時
間がかかりまし
たが、生徒は最後までしっかり取り組んでいました。
１０月１４日（水）
、
機械システム科２年
生は駐輪場屋根のル
ーフバーのサビ取り
と塗装を行いまし
た。当日は天候にも
恵まれ、絶好の作業
日和となりました。予定していた時間より延長し
ての作業となりましたが、無事最後まで終わらせ
ることができました。
以上のように３学科それぞれ、科の特性に応じ
て分担して作業を行い、校地の美化にも寄与し、
有意義な活動となりました。
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各校ニュース
鶴岡工業高等学校(全日制)

鶴岡工業高等学校(定時制)

創立 100 周年を迎えて

養蚕の自動化・効率化への取り組み
今年度、４年次生の科目「課題研究」
「工業管
理技術」の授業を通して、地元鶴岡の養蚕に関
する研究を行いました。IoT や画像解析といっ
た手法で給餌のタイミングを通知することや、
遠隔操作により給餌することを目指しました。
また、科目「実習」で身に着けた、ものづくり
の手法を通して、実際に蚕を飼育しながら、よ
り多くの蚕を育てられるような効率化を目指し
ました。

今年、本校は創立 100 周年を迎えることがで
きた（10 月 20 日創立記念日）
。
ここで 100 周年記念事業の一環として取組ん
だ活動の一つを紹介する。本校は、昨年度、山
形大学国際事業化研究センターと連携協定を締
結し、今年度までの 2 年間、“山形大学 EDGENEXT 人材育成プログラム”を開講し、
多くの生
徒が参加した。その中の取組みには、1)IT ツー
ルを用いたビジネスプランの提案、2)シルクチ

シルクノチカラへの参加

ーフの製作を通した情報発信、3) シルク化粧品

令和２年１１月２２日（日）に荘銀タクトで
行われた鶴岡市主催のイベント「シルクノチカ
ラ」に参加しました。「養蚕の自動化と効率化」
というタイトルで研究の成果について発表しま
した。定時制としては初めての参加でしたが、
生徒たちは堂々と発表できていました。

開発、4) シリコンバレースーパーエンジニアに
よるプログラミング講座、5) 自動養蚕工場の研
究などがある。特に 2)のシルクチーフ製作の取
組みは、地元企業や著名なデザイナー、そして
東北芸術工科大学の学生の方々の協力を得なが
ら、企画、デザイン、製作まで行った。このチ
ーフは鶴工 100 周年にご寄付頂いた方々への返
礼品として提供することができた。

来年度以降の取り組み
昨年度から鶴岡市の取り組みである「鶴岡シ
ルクタウン・プロジェクト」の一環で、蚕の飼
育体験に参加してきました。徐々に飼育頭数を
増やしてきており、今後も継続して飼育し、地元
産業についての理解を深めたいと思っています。
地域へのＰＲ活動として｢第 17 回鶴工ものづ

期間

くり展示会」を 11 月 14 日(土)にイオンモール

飼育頭数
[頭]

繭まで成長
した確率[%]

蚕の提供元

三川で開催した。今年は新型コロナ感染拡大防止

① 2019 春

40

97.5%

松ヶ岡開墾場

から消毒作業や客席の間隔などに配慮しての運

② 2019 秋

100※

75.0%

①の子孫※1

③ 2020 春

260※2

93.5%

松ヶ岡開墾場

④ 2020 秋

500※2

88.0%

松ヶ岡開墾場

営であったが、多くの来場者で賑わいをみせ、鶴
工の活動を地域の方々に紹介することができた。
課題研究の成果を発表する「第 13 回鶴工研

※1①を交配させふ化させた

究発表会」は、1 月 19 日(水)、荘銀タクト鶴岡
で開催し、研究活動に御指導・御協力いただい

※2 2020 年春、秋の飼育頭数はおおよその数

ものづくりを通した地域貢献活動

た方々を迎え、充実した発表会となった。

例年、ものづくりを通した地域貢献活動とし
て、２・３年次生による製作した木製プランタ
ー地元の公共機関、自治体、事業所へ寄贈しま
した。今年度は養蚕で用いる「まぶし」も製作
し、配布させてもらいました。

今後も創立 100 周年という伝統に甘んじるこ
となく、地域の活力創造につながる様々な活動
を通して、工業教育の魅力を地域に発信してい
きたい。
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各校ニュース
酒田光陵高等学校

山形明正高等学校

向上心は変わらず、積極的な生徒たち

コロナ禍の中で
今年度は、コロナウィルスの影響があり、生

本校工業科は、開校時より「機械科」
、
「電子

徒たちの活動が非常に制限される事態となり、

機械科」
、
「エネルギー技術科」
、
「環境技術科」

主だった大会等の活動が中止となってしまった。

が設置されておりましたが、今年度で４学科が

その中で、工業という観点から今後どのように関

最後となり、来年度は「機械制御科」
、
「電気電

わって行けるかを考えさせられる１年となった。

子科」
、
「環境技術科」の３科の完成年度となり

自動車工学科は例年行われているエコマイレ

ます。このような節目の年でもあり、一つ一つ

ッジチャレンジが中止となった。しかし生徒達

の行事を有意義なものにと考えておりましたが、

は気持ちを切り替えて課題研究の授業の中で取

入場制限を設けた入学式に始まり県高校総体、

り組み、来年度は開催できることを信じて意識

体育祭、インターンシップ、修学旅行、工場見

を高く持ち、マシン性能の向上に努めた。

学、メカトロアイディアコンテストと例年は生
徒たちが大いに盛り上がる行事や大会が中止や
延期となってしまいました。
ただ、このようななかでも開催を信じ取り組
んできたものづくりコンテスト県大会では旋盤
作業部門で優勝し東北大会に出場、化学分析部
門では３位と５位に入賞することができました。

また、情報機械科の生徒は、コロナウィルス

技能検定や資格取得についても生徒たちは例年

の影響で医療従事者の間でフェイスシールドが

以上にしっかりと取り組んでおります。

不足しているということを知り、自分たちも何

また全体でのインターンシップ実施は叶わな

かできないかを考え、３Ｄプリンターを使用し

かったものの、現場見学や工場見学に関しまし

て「フェイスシールド」製作を行った。完成し

ては企業様のご理解ご協力を得ながら進めるこ

たフェイスシールドはいくつかの医療機関に寄

ともできました。

贈させていただき、大変感謝され、生徒の励み

今年度からは山形大学のご協力のもとシリコ
ンバレー企業と連携した「スーパーエンジニア

になった。その後も継続して課題研究の中で継

育成によるものづくり先進県創りプロジェクト」

続して取り組んでいる。今後も活動を引き継い

にも参加しております。

で行くと共に実習授業に組み入れて取り組んで
行く予定である。

今後もどのような状況下でも、生徒たちにで

また今後もコロナ渦での工業の在り方、役割

きるだけ多くの経験を提供し、生徒たちの成長

を前向きに考えて取り組んで行きたいと思う。

のための一助となればと取り組んでまいります。

ものづくりコンテスト
山形県大会 旋盤作業部門
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各校ニュース
創学館高等学校

羽黒高等学校

今年度をふりかえって

外部講師による講演会

校名を変更して３年目を迎えた今年度は、新

自動車システム学科では、ホンダ学園ホンダ

型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、多

テクニカルカレッジ関東の協力で、昨年度から

くの行事が中止となった。しかし、学校内の生

の年間計画に、２度の外部講演会を企画した。

徒達の活気は今までとは変わらずに、それぞれ

１回目の講演は、2・3 年生対象で 7 月 9 日(木)

のコースの特性を生かし、多くの諸活動に取り

に第１部で「自動車の運動と安全な運転」の題

組んだ。

目での講演会を研修室で行い、第２部ではスポ

電気エネルギーコースでは、昨年度から引き

ーツカーNSX の乗車体験を本校の自動車教習

続き積極的に資格取得に挑戦した。特に第二種

所を利用して行われた。

電気工事士の取得にはコースとしても特に力を
注ぎ、多くの知識と技術を身につけた。
電子機械システムコースでは、想像をめぐら
し創意工夫をこらしながら、素晴らしい作品が
製作された。昨年に続き高校生ロボットコンテ
ストにも参加し、コースの特色生かしたものづ
くりが見られた。
情報メディ

２回目の講演は、12 月 7 日(月)に「1・2 年生

アコースで

対象で「夢の電動モビリティを追い求めて」の題

は、被害者支

目での講演会と最新電動モビリティ UNI-CUB

援啓発活動作

の試乗と最新大型バイクの展示で学習した。

品デジタル募
金箱・デジタ
ルイラストを

▲県民の集い 2020 の様子

製作し、
県民の集い 2020 で発表をおこなった。
それ以外にもコロナ感染防止のイラストをデザ
インし、
近隣の幼稚園や保育園に提供するなど、
地域貢献活動が積極的に行われた。
住環境デザ
インコースで
はものづくり
コンテスト木
材加工部門に
２名の生徒が
参加した。山形

▲ものづくりコンテスト木材加工部門の様子

目的としては、本物に学び本物に触れること

県大会では優勝し、東北大会でも入賞は逃しま

により、自動車に関しての興味・関心を更に高

したが力を発揮することができた。また校外で

める狙いがある。また、将来の進路を検討する

の現場見学等、多くの体験と学びがある有意義

参考にする。

な時間を過ごすことができた。
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土木関係科部会

化学関係科部会
山形県立山形工業高等学校 土木・化学科

期 日 １１月１３日（金）
会 場 山形県立酒田光陵高等学校
参加者 山形県教育庁県高校教育課
指導主事 油井敏和
県内土木系学科５校 ９名

１ 工業部会化学関係科部会内容
期日 令和２年１１月３０日（月）
場所 文書メール配信による資料会議
協議内容
➀ 当面の当番および発表校について
・全国工化研(福島)発表校(米沢工)
・東北工化研 幹事 (山形工)
・県工化研
会場 （鶴岡工）
・県ものコン 会場 （鶴岡工）
➁ ものづくりコンテスト化学分析部門
・令和２年度会計報告
・ものコン東北大会報告
➂ 化学関係部会の開催について
・令和３年度は全国大会が福島に来ることも
あり、対応について４月の代表者会で検討

１ 研究主題
１）新たな技術・技能の習得に挑戦するととも
に、課題を主体的・協働的に取り組むこと
ができる人材を育むための指導方法と評
価方法はどのようにすべきか。
２）Society5.0 時代に備え、工業高校は生徒に
必要な資質・能力をどのように育むべき
か。
３）社会に開かれた教育課程の一環とした、地
域企業や大学等との連携と協働的・実践的
な取組の実現をはかる教育課程や指導内
容および評価方法の在り方はどうあるべ
きか。

２ 高校生ものづくりコンテスト
化学分析部門

２ 研究発表

山形工業高等学校を会場に開催され、キレー
ト法による水の硬度測定をテーマに開催され
た。滴定の正確さ、計算の確かさ、制限時間を
競い、各校の実習指導の熱心さが伺える大会と
なった。
優勝は山形工業高校 菅原一妃（いつき）選
手、第２位は同じく山形工業高校 青木美空
（みく）選手。山形工業高校は２年連続１位２
位独占となった。優勝の菅原選手は 11 月に古
川工業高校で開催された東北大会に出場。第４
位の成績であった。

１）「課題研究実践例の紹介」
新庄神室産業高等学校
髙橋 誠
２）「課題研究発表会」
山形工業高等学校
櫻井晋弥
３）「課題研究～橋梁模型制作～」
創学館高等学校
角田竜亮
４）「課題研究の取り組み」
米沢工業高等学校
後藤武志
米沢工業高等学校（定） 小関弘成
５）「課題研究実践例の紹介」
酒田光陵高等学校
伊藤克之

３ 研究協議
１）各高校の新教育課程に向けた取り組み
２）サーベイコンテスト
「ドローン競技の導入」について
３）新型コロナへの対策
（実習・現場見学・現場実習など）

Fig.1 競技風景

４ 指導講評

Fig.2 表彰後

３ 総括

山形県教育庁高校教育課 指導主事 油井敏和

コロナ禍の影響で、先が見通せない状況下に
あり、学習活動にも多大なる支障が生じたが、
生徒も教師も限られた時間を有効に使い、効率
良く学習成果をあげる方法を模索しながら頑
張ってきた。これからも、化学関係部会４校は
連携協力しながら、山形県の工業化学教育の発
展のために精一杯尽力していきたい。

５ 現場見学会
「酒田港について」
国土交通省酒田港湾事務所
事務所内で概要説明
北港緑地展望台にて見学・詳細説明

-53-

情報技術教育部会
1

山形県情報技術教育部会（理事会）

東北情報技術教育研究会総会・研究発表会

全国的にコロナ禍の中、感染拡大防止のため中止。

１．会員校
今年度の東情研会員校数は４６校、県別では青森県６

後日、各高校の理事へ書面会議を実施。

校、宮城県８校、秋田県８校、山形県１１校、福島県

・令和元年度事業報告 ・令和元年度決算

１３校である。令和２年度より岩手県１２校が東情研

・令和２年度事業計画 ・令和２年度予算（案）お

を退会。

よび補正予算（案）
・令和３年度東情研発表者代表選考方法
・来年度の事務局

２ 今年度活動状況

・会員校／会則

（１）役員会・理事会
全国的にコロナ禍の中、で感染拡大防止のため青森

※山形県情報技術教育部会研究発表会は中止。

県で開催予定であった令和２年度役員会・理事会は中

※令和２年度は会員校負担金なし。

止。令和２年７年１日（書面会議）を実施。第４５回総

※山情技報第 40 号発行なし。

会並びに研究協議会の報告、東情研事務局および開催

書面会議の決議により令和３年度東北地区情報技術教

県の確認、全情研への推薦本数と選出方法についての

育研究会研究発表会は次の方が選考された。

協議、役員の改選、令和２年度年会費、全情研第１回
役員会・理事会（書面会議）の報告などが行われた。後

山形県代表

日、会員校４６校中３８校より承認をいただき決議さ

（発表）

れた。

Ｕｎｉｔｙを用いた校舎のモデリングと

（２）総会並びに研究協議会

モデルの活用について

全国的にコロナ禍の中、感染拡大防止のため青森県

山形工業高等学校 情報技術科

で開催予定であった第４６回総会並びに研究協議会は
中止、１年延期で令和３年６月１７日（木）～１８日

桃園 達也

（金）の日程で青森県青森市を会場に開催予定。主管
ＩＣＴを活用した実習の構築と現状においての課題

校は、青森県立青森工業高等学校。なお、研究協議会

米沢工業高等学校 建設環境類

での研究発表者については、各県で協議して研究発表
者を決定することとした。

佐藤 政則

（３）東情研会報

（資料発表）

今年度は、総会並びに研究協議会が中止のため東情

全編動画による課題研究の発表資料作成について

研会報第４６号の発行は行わない。

山形工業高等学校 土木・化学科
梁瀬

誠

全国情報技術教育研究会総会・研究発表会
全国的にコロナ禍の中、感染拡大防止のため理事会
および総会、研究発表会は中止。

-54-

山形県高等学校教育研究会工業部会規約
第
第
第

１条 本会は山形県高等学校教育研究会工業部会と称す。
２条 本会は会員の研修を推進し、工業教育の振興を図ることを目的とする。
３条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
１．教育課程、学習指導等の研究に関する事項
２．研究会、講習会の開催
３．その他本会の目的を達成するために必要な事項
第 ４条 本会は工業に関する学科をおく山形県内の高等学校をもって組織する。
第 ５条 本会は次の役員をおく。役員の任期は１年とする。但し再任は妨げない。
部会長 １名
理事 若干名
監事 ２名
第 ６条 役員の選出は次のとおり行う。
１．部会長は加盟学校長の中から理事会において選出する。
２．理事は各校から推薦により選出する。
３．監事は理事会において選出する。
第 ７条 役員の任務は次のとおりとする。
１．部会長は本会を代表し、会務を統括する。
２．理事は各校を代表し、本会の重要事項を審議する。
３．監事は会計を監査する。
第 ８条 本会の事務局を部会長所属校におくことを原則とする。
１．事務局員は部会長が委嘱する。
２．事務局員は本会の庶務会計を担当する。
第 ９条 理事会は部会長がこれを招集し、次の事項を審議する。
１．予算及び決算 ２．役員の改選 ３．事業に関すること ４．規約の改廃
５．その他重要な事項
第１０条 本会に専門部をおく。専門部会に関する規定は別にこれを定める。
第１１条 本会は前条に定めるもののほかに必要に応じて研究部会をおくことができる。
研究部会に関してはすべて理事会において定める。
第１２条 本会の経費は会費、助成金及びその他の収入をもってこれに当てる。
第１３条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。
第１４条 本会に次の簿冊を備える。
１．規約
２．加盟校名簿
３．役員名簿
４．会計簿
５．会議録
６．事業記録
７．その他必要な簿冊
第１５条 本規約は昭和２７年４月１日より施行する。
昭和２８年 ６月２６日 理事会において第５条及び第６条一部修正削除
昭和３７年 ９月 ４日 理事会において部会に関する規定一部修正
昭和３９年 ６月１１日 理事会において会の名称、第５条等の修正
昭和５０年 ２月２０日 理事会において第８、１６条削除
第２、３、６、７、９、１０、１１、１２、１３条一部改正
学科別部会に関する規定 第１、２、３条一部改正 第４条削除
昭和５７年 ５月１１日 理事会において専門部会に情報技術教育部会を設け、学科別部会を専門
部会に改正
平成１４年 ４月２２日 理事・代表者会において
第１、第５、第６、第８条一部改正
第７条の２削除

専門部会に関する規定
第１条 専門部会は次のとおりとする。
１．機械関係科部会 ２．電気関係科部会 ３．土木関係科部会 ４．建築関係科部会
５．化学関係科部会
６．情報技術教育部会
第２条 専門部会は当該学科に所属する教員をもって組織する。
第３条 専門部会の運営に関する事項は当該部会において定める。
平成１７年 ２月２１日 理事会において 第１条６ 繊維関係科部会の名称を改正
平成３０年４月１６日 理事会において、第１条６．繊維・デザイン関係科部会を削除
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編集後記

新型コロナウィルスが猛威を振るい始め、休校からスタートした今年度も終わろうと
しています。残念ながら本県でも感染が拡大し、独自の緊急事態宣言が発令されました。
各校、各先生方におかれましては、この一年様々な制約の中、教育活動に励まれてこ
られました。お忙しい中執筆していただきました先生方の活動報告に、その工夫や情熱
を感じることができます。本当にありがとうございました。
令和時代が幕を明けましたが、新型コロナウィルスや自然災害など不安は尽きません。
この不安に負けず、我々教員も生徒と共に学び続け、不易と流行に対応しながら工業の
基盤をつくっていけるように、未来に向かって進んでいきましょう。

令和 3 年 3 月２４日

令和２年度工業部会事務局
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