
年間授業計画 東京都立府中工業高等学校

令和４年度（１学年用） 教科  科目
教　科： 科　目： 単位数： 単位

対象学年組：第 1 学年 2 組

教科担当者：（２組：石川　内田　川口（浩）　山﨑　）

使用教科書：（ ）

教科 の目標：

【思考力、判断力、表現力等】

【学びに向かう力、人間性等】

科目 の目標：

工業 工業技術基礎
工業 工業技術基礎 4

工業技術基礎

【知識及び技能】 【思考力、判断力、表現力等】 【学びに向かう力、人間性等】

　工業技術について工業のもつ社会的な意義や
役割と人と技術との関わりを踏まえて理解する
とともに、関連する技術を身に付けるようにす
る。

　工業技術に関する課題を発見し、工業に携わ
る者として科学的根拠に基づき工業技術の進展
に対応し解決する力を養う。

　工業技術に関する広い視野を持つことを目指
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。

実教出版　工業技術基礎

工業

【 知　識　及　び　技　能 】工業の各分野について体系的・系統的に理解するとともに，関連する技術を身に付けるようにする。

工業に関する課題を発見し，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養う。

職業人として必要な豊かな人間性を育み，よりよ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。

態
配当
時数

１
学
期

A単元：工業技術基礎を学ぶに当たって
【知識及び技能】
　工業技術基礎における重要なことが理解できる。

【思考力、判断力、表現力等】
　工業技術基礎のガイダンスを聞き、安全第一で取り組むこ
と、報告書を期限内に提出させるために思考・判断して実践で
きる。

【学びに向かう力、人間性等】
　工業技術基礎を学ぶにあたって、科目の目標に関心をもち、
意欲的に取り組んでいる。

・指導事項
　作業を行うための注意事項や身嗜み指導する。
　報告書等の時間や期限を守るための指導する・
　これから授業を受けるための心構えを身に付けさせる。

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

【知識及び技能】
　工業技術基礎における重要なことが理解できる。

【思考力、判断力、表現力等】
　工業技術基礎のガイダンスを聞き、安全第一で取り組むこと、報告書を期限内に
提出させるために思考・判断して実践できる。

【学びに向かう力、人間性等】
　工業技術基礎を学ぶにあたって、科目の目標に関心をもち、意欲的に取り組んで
いる。

○ ○ ○ 8

単元の具体的な指導目標 指導項目・内容 評価規準 知 思

8

定期考査

B単元：報告書の作成
【知識及び技能】
　報告書の意義や重要性を理解できる。

【思考力、判断力、表現力等】
　報告書を期限内にきれいに仕上げる方法を思考判断し、報告
書で表現できる。

【学びに向かう力、人間性等】
　報告書の記入方法に関心をもち、意欲的に取り組んでいる。

・指導事項
　報告書の正しい作成手順を身に付けさせる。

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

【知識及び技能】
　報告書の意義や重要性を理解できる。

【思考力、判断力、表現力等】
　報告書を期限内にきれいに仕上げる方法を思考判断し、報告書で表現できる。

【学びに向かう力、人間性等】
　報告書の記入方法に関心をもち、意欲的に取り組んでいる。

○ ○ ○

16

D 単元機械加工（旋盤作業）
【知識及び技能】
　基礎的な機械工作に関する実習として、旋盤作業を体験さ
せ、安全に配慮しながらその技能を習得させる。
　
【思考力、判断力、表現力等】
　旋盤加工の原理や切込みと送り量の関係を踏まえ、安全に仕
上げる方法を理解させる。

【学びに向かう力、人間性等】旋盤の取り扱いと使用方法に関
心をもち、意欲的に取り組んでいる。

指導事項
　旋盤の正しい使用方法と加工手順を理解させる。

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

【知識・技能】
　旋盤作業の基本操作について正しい知識を身につけ，安全に旋削作業ができる技
術を身につけている。
　
【思考・判断・表現】
　旋盤作業の基本操作法について，適切に思考・判断し，安全な旋削作業法につい
て説明できる力量を身につけている。

【主体的に学習に取り組む態度】
　旋盤の基本作業について，主体的に興味・関心を持ち，旋削作業に意欲的に取り
組む態度を身につけている。

○ ○ ○ 20

C 単元測定工具の取り扱い
【知識及び技能】
　質量、容量、寸法などを測定する機器や器具の正しい使用方
法を理解する。
　
【思考力、判断力、表現力等】
　測定値における誤差を理解し、測定値や計算値を適切な有効
数値で表現することができる。

【学びに向かう力、人間性等】
　測定工具の取り扱いと使用方法に関心をもち、意欲的に取り
組んでいる。

・指導事項
　各種測定する機器や器具の正しい使用方法を理解させる。

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

【知識・技能】
　一般に使われている測定器の使いかたと使用上の留意点についての正しい知識を
持ち，正しい寸法測定法を身につけている。
　
【思考・判断・表現】
　一般に使われている測定器の使いかたと使用上の留意点について，適切に思考・
判断し，正しい寸法測定法について実践し，その手法を相手に伝える表現法を身に
つけている。

【主体的に学習に取り組む態度】
　一般に使われている測定器の使いかたと使用上の留意点について，主体的に興
味・関心を持ち，正しい寸法測定法の習得に意欲的に取り組む態度を身につけてい
る。

○ ○ ○

定期考査



指導事項
　テスターの製作方法と正しい使用方法、電子回路の組み方を
理解させる。

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

【知識・技能】
　回路計やテスターの学習を通して，基礎的・基本的な計測の知識・技術を身につけ，
生産活動における電気計測機器の重要性と社会的意義や役割を身につけている。
　
【思考・判断・表現】
　回路計やテスターの学習を通して，みずから各部品や回路の望ましい測定方法を思
考・判断し，効率よい計測を創意工夫し，その成果を適切に表現することができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
回路計やテスターの学習を通して，主体的に計測機器のしくみや働きに興味・関心を持
ち，安全で正確に電気回路の計測を実践する意欲的な態度を身につけている。

○ ○ ○ 20

２
学
期

E 単元融接加工（ガス溶接・被覆アーク溶接）
【知識及び技能】
　各溶接作業おける理論と安全作業を理解し、装置を適切に取
り扱うことができる。
　
【思考力、判断力、表現力等】
　融接加工の内容を理解し、加工に応じた溶接方法を選択する
ことができる。

【学びに向かう力、人間性等】
　各溶接器具の取り扱いと使用方法に関心をもち、意欲的に取
り組んでいる。

指導事項
　各溶接機器の正しい使用方法と加工手順を理解させる。

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

【知識・技能】
　溶接作業の基本操作についての正しい知識を習得し，溶接作業法の技術をよく身
につけている。
　
【思考・判断・表現】
　溶接作業の基本操作について，適切に思考・判断し，その加工法について的確に
表現できる技量を身につけている。

【主体的に学習に取り組む態度】
　溶接作業の基本操作について興味・関心を持ち，溶接作業に主体的に取り組む態
度を身につけている。

○ ○ ○ 20

F 単元電気計測（テスターの製作と電子回路の計測）
【知識及び技能】
　電気についての基礎・基本の原理を理解させる。
　
【思考力、判断力、表現力等】
　電気についての正しい計測方法を理解させ、電気工事用の工
具の正しい使用方法を班別することができる。

【学びに向かう力、人間性等】
　電線の正しい結束の方法や電気材料の識別に関心をもち、意
欲的に取り組んでいる。

G 単元鋳造作業（オイルサンドによる鋳芸作業）
【知識及び技能】
　鋳金作業における安全作業を理解する。
　
【思考力、判断力、表現力等】
　抜き勾配等の必要性を理解し木型を作成することができる。
　鋳型つくりに使用する工具の名称・使用法が判別できる。

【学びに向かう力、人間性等】
　金属の融解温度・金属の特徴や鋳物製品の特徴・用途に関心
をもち、意欲的に取り組んでいる。

指導事項
　鋳造作業工具の正しい使用方法、各種金属の鋳込み方法の違
いを理解させる。

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

【知識・技能】
　鋳造作業の基本操作についての正しい知識を習得し，鋳造作業法の技術をよく身
につけている。
　
【思考・判断・表現】
　鋳造作業の基本操作について，適切に思考・判断し，その加工法について的確に
表現できる技量を身につけている。

【主体的に学習に取り組む態度】
　鋳造作業の基本操作について興味・関心を持ち，鋳造作業に主体的に取り組む態
度を身につけている。

○ ○ ○ 20

定期考査

20

定期考査

H 単元手仕上げ加工（文鎮の製作）
【知識及び技能】
　手仕上げ用工具について、種類・構造・使用方法・注意点に
ついて理解させる。
　
【思考力、判断力、表現力等】
　金属材料を用いて、工作工具によるケガキ・切断・鑢がけ・
穴あけ・ねじきり作業を行いその方法・安全に関する注意など
を理解させ表現することができる。

【学びに向かう力、人間性等】
　手仕上げ実習の特徴や作業工具の特徴・用途に関心をもち、
意欲的に取り組んでいる。

指導事項
　手仕上げ実習における安全作業法について理解し実践できる
ようにする。

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

【知識・技能】
　機械加工における手仕上げの方法の正しい知識を習得して，安全に配慮した作業
法の技術を身につけている。
　
【思考・判断・表現】
　機械加工における手仕上げの方法について適切に思考・判断し，基礎的作業にお
ける手仕上げの意義について的確に表現できる技量を身につけている。

【主体的に学習に取り組む態度】
　機械加工における手仕上げの方法に主体的に興味・関心を持ち，手仕上げの基礎
的作業に意欲的に取り組む態度を身につけている。

○ ○ ○

３
学
期

I単元確認試験
【知識・技能】
　４ローテーション目の各実習の内容を理解することができ
る。

【思考・判断・表現】
　４ローテーション目の実習を通じて今後に生かしたい能力を
思考判断し、表現できる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　工業技術基礎の各分野のに対して関心をもち、意欲的に取り
組むことができる。

指導事項
　各ローテーションの内容と作業手順を要約して説明でき、意
欲的且つ、協働的に作業することが出来る力を身に付けさせ
る。

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

【知識・技能】
　４ローテーション目の各実習の内容を理解することができる。

【思考・判断・表現】
　４ローテーション目の実習を通じて今後に生かしたい能力を思考判断し、表現で
きる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　工業技術基礎の各分野のに対して関心をもち、意欲的に取り組むことができる。

○ ○

定期考査

　科目 工業技術基礎において、工業技術科では、旋盤作業・溶接作業・電気計測・手仕上げ鋳金の４項目について、
年間を通して１クラスを４班編成に分けローテーションしながら実習を行う。

合計

140

○ 4

J単元：実習成果発表
【知識・技能】
　実習の成果発表について他者に対して発表する技能を習得で
きる。

【思考・判断・表現】
　聞き手に対してわかりやすく伝えるために思考判断し、発表
することができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　成果発表に対して関心をもち、意欲的に取り組むことができ
る。

・指導事項
　○成果発表の資料作成手順
　○発表指導

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

【知識・技能】
　実習の成果発表について他者に対して発表する技能を習得できる。

【思考・判断・表現】
　聞き手に対してわかりやすく伝えるために思考判断し、発表することができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　成果発表に対して関心をもち、意欲的に取り組むことができる。

○ ○ ○ 4



工技-4　学校必履修　【実習　２年（工業技術科　）】年間授業計画＆週ごとの指導計画書式.xlsx

教科科目

教科担当

使用教科書：

副教材等：

期 月 指導内容 具体的な指導目標 評価の観点・方法
予定
時数

4

5

6

数値制御の基本について学習し、プログラム作成及び修正の技術を習得する。
マシニングセンターの操作法を学ぶことで技術革新に主体的に対応できる能力
と態度を育てる。

7

9

【電気工事】（前期項目）
 電気工事の基礎知識につ
いて学習する。

電気工事の基礎的な知識について
電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具について学習し、電気工
事の施工方法、一般用電気工作物の検査方法について作業し学習する。

10

【情報・電子】（後期項
目）
・プログラミングの基礎知
識を学習する。
・電子部品を用いた工作を
行い配線やプログラミング
の流し込み動作確認の学習

プログラミングの基礎的な学習を行い、課題に沿った動作を行うプログラムを
作成する知識と技能を身につける。
汎用性の高い制御用マイコンボードArduinoを用いて、課題に沿った動作を行う
プログラムと連動した電子工作を行う。

11

【フライス盤】（前期項
目）
・フライス盤作業の基本操
作について学習する。
・フライス盤作業の安全性
について学習する。

フライス盤作業の基本操作について興味・関心を持ち，その加工作業に意欲的に取り組
む態度を身につける。
フライス盤作業の基本操作について，適切に思考・判断し，その加工法について的確に
表現できる技量を身につける。
フライス盤作業の基本操作の技能を体得し，安全に配慮した加工法を身につける。
フライス盤作業の基本操作についての正しい知識を持ち，加工法をよく理解する。

12

【計測】（後期項目）
・技能検定の一つである機
械検査の合格を目指すため
に工業計測法の基礎と基本
を学ぶ。

工業計測作業の基本について興味・関心を持ち，その工業計測作業に意欲的に取り組む
態度を身につける。
工業計測作業の基本操作について，適切に思考・判断し，その工業計測作業について的
確に表現できる技量を身につける。
工業計測作業の操作の技能を体得し，安全に配慮した計測法を身につける。
工業計測作業の操作についての正しい知識を持ち，計測法をよく理解する。

1

2

3

140

三
学
期

令和４年度年間授業計画

実習態度・作品・報
告書・出席状況等を
総合的に判断し評
価する。

なし

40

【旋盤】（前期項目）
・各種精密測定器の使用法
を復習する。
・六尺旋盤の使用方法につ
いて学習する。
・加工パターンの確認を行
い、実際の加工図面に沿っ
て加工演習を行う。

ノギス、マイクロメータを使った測定において読み取り誤差を減らす使用法を
学ぶ。
実機を前にレバー、ハンドル類の機能と名称について確認素早く間違いのない
ハンドル操作について反復練習効率を追求した加工法を学ぶ。
連続作業における基準の設定について学ぶ。
高い精度の求め方を学ぶテーパー加工についてその要領を学ぶ、振り替えてか
らの基準の作り方を学ぶ。

東京都立府中工業高等学校

なし

一
学
期

二
学
期

【ＭＣ】（後期項目）
・各種Ｇコードの特徴を学
習し、基礎・基本的なプロ
グラムを学習する。
・ＮＣ工作機械の特徴につ
いて学習する。

教科　（工業）　　科目（２年　実習）　　　単位数：【４単位】

工業技術科　２年２組　　担当者　旋盤・MC：山﨑　電気・情報：内田　フライス盤・計測：川口（浩）

44

56

○　上記の６つの項目について、前期３項目・後期３項目を班ごとに学習していく。



工技-5　学校必履修　【実習　３年（工業技術科）】年間授業計画＆週ごとの指導計画書式.xls

教科科目

教科担当

使用教科書：

副教材等：

期 月 指導内容 具体的な指導目標 評価の観点・方法
予定
時数

【前期】

【後期】

140

【各種機械Ⅰ】
①全体説明
②旋盤作業
③タレット旋盤作業
④歯切り盤（ホブ盤）
⑤フライス盤作業

・旋盤作業：ｱﾙﾐﾆｳﾑや真鍮の加工などを行い、今までの使用してきた材料との違
いを体験し、精度を出せるようにする。
・フライス盤：ｱﾙﾐﾆｳﾑの加工を用い、精度を出せるようにする。
・歯切り盤の使用法を知る。

・ＣＡＤの基本操作を確認する。
・３ＤＣＡＤの基本的な操作について学習する。
・３ＤＣＡＤでデザインしたものを３Ｄプリンタで出力し、作品をつくる。

【プログラミング】
①プログラミングの基礎知
識
②マクロ等のプログラミン
グ
③パソコン上でのプログラ
ム動作確認等について

・プログラミングについての基礎的な技術の復習を行う。
・EXCEL上のマクロを使用し、簡単な動作のプログラムの作成を行う。
・マクロを用いた簡易的なゲームを生徒各自で作成し、内容や出来栄えを評価し
合う。

40

56

実習態度、作品、報
告書、出席状況など
を総合的に判断し
評価する。【レーザー加工実習】

①ＣＡＤ
②ＣＡＭ
③レーザー

ＣＡＤにおいては、ＣＡＤソフトの基本操作（作図、編集）・基本課題の作図
ＣＡＭにおいてはＣＡＤデータからのＮＣデータからの変換とその手順レーザー加工機
の取り扱い及び安全作業（起動・プログラム入力・加工機上での修正・加工）。製品の
組み立て

【電気工作】
①電気回路等の復習を行
う。
②課題に沿った電気工作を
行う。

・電気回路について復習を行う。
・回路の接続については、サーキットテスター等を用いて導通試験を行う。
・課題に沿った電気工作を行い、作品の出来栄え等相互評価を行う。

※　年間で、前期３項目・後期３項目を班毎にローテーションする。
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工業技術科　3年2組　担当者　各種機械Ⅰ・Ⅱ：石川　３Ｄプリンタ・レーザ加工：内田　プログラミング・電気工作：利根川

機械実習１・２　

【各種機械Ⅱ】
①旋盤作業
②タレット旋盤作業
③歯切り盤（ホブ盤）
④フライス盤作業
⑤組立作業

・各種機械を用いて製作した部品について仕上げを行う。
・制作した部品の組立を行い作品を完成させる。

【３Ｄプリンタ】
①３ＤＣＡＤの操作方法に
ついて学習する。
②３Ｄプリンタの操作方法
について学習し、作品を出
力する。

東京都立府中工業高等学校

令和４年度年間授業計画

教科　（工業技術科）　　科目（３年　実習）　　　単位数：【４単位】
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