
〇 35

授業時数合計 140

〇
３
学
期

⑥
【知識及び技能】
　情報機器の基本・応用操作について正しい知識を
身につけ，作業ができる技能を身につける。
【思考力・判断力・表現力】
　情報機器の基本・応用操作について，適切に思
考・判断し，説明できる力量を身につける。
【主体的に学習に取り組む態度】
　情報機器の操作について，主体的に興味・関心を
持ち，意欲的に取り組む態度を身につける。

⑥情報
・情報技術の実践例の理解
・「Microsoft Word」基本操作
（文字入力）の習得
・「Microsoft Word」応用操作
（文字装飾、画像処理）の習得
・「Microsoft Excel」基本操作
（算術計算）の習得
・「Microsoft Excel」基本操作
（関数計算）の習得

⑥
【知識及び技能】
　情報機器の基本・応用操作について正しい知識を身につけ，
作業ができる技能を身につけている。
【思考力・判断力・表現力】
　情報機器の基本・応用操作について，適切に思考・判断し，
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】
　情報機器の操作について，主体的に興味・関心を持ち，意欲
的に取り組む態度を身につけている。

〇

〇

60
〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇

2
学
期

③
【知識及び技能】
　鋳造の基本作業について正しい知識を身につけ，安
全に鋳造作業ができる技能を身につける。
【思考力・判断力・表現力】
　鋳造作業の基本作業法について，適切に思考・判断
し，安全な鋳造作業について説明できる力量を身につ
ける。
【主体的に学習に取り組む態度】
　鋳造の基本作業について，主体的に興味・関心を持
ち，鋳造作業に意欲的に取り組む態度を身につける。
④
【知識及び技能】
　溶接の基本作業について正しい知識を身につけ，安
全に溶接作業ができる技能を身につける。
【思考力・判断力・表現力】
　溶接作業の基本作業法について，適切に思考・判断
し，安全な溶接作業について説明できる力量を身につ
ける。
【主体的に学習に取り組む態度】
　溶接の基本作業について，主体的に興味・関心を持
ち，溶接作業に意欲的に取り組む態度を身につける。
⑤
【知識及び技能】
　テスタ製作の学習を通して，基礎的・基本的な電気
の知識と技術を確実に身につけ，生産活動における重
要性と社会的意義や役割を身につける。
【思考力・判断力・表現力】
　テスタ製作の学習を通して，各部品の望ましい配置
や配線方法を思考・判断し，効率的な回路や組立工程
を創意工夫する能力を身につけるとともに，その成果
を適切に表現方法を身につける。
【主体的に学習に取り組む態度】
　テスタ製作を通して，主体的に電子部品や回路の基
礎的・基本的な技術に関心を持ち，安全で合理的な製
作を意欲的に実践する態度を身につける。

③鋳造
【砂型鋳造法】
・鋳型作成練習、安全作業確認
・鋳型作成、鋳込み、後処理
・刃物を用いた原型の作成
（発泡スチロール）
・ロストパターンを用いた鋳造
（発泡スチロール）
・オイルサンドによる鋳造

④溶接
【ガス溶接・アーク溶接】
・ガス溶接装置の取扱い方法、基本
的技術の習得
・溶融池の生成と運棒方法の習得
・突き合わせ溶接
・アーク溶接の基本的技術、溶接機
操作方法の習得
・アークの発生と運棒方法を習得
・突き合わせ溶接

⑤電気
【テスタの製作】
・アナログテスタ部品利用用途の理
解、抵抗のカラーコードの読み方
・はんだごての安全指導、取扱方
法、はんだ付け作業
・複雑なはんだ付け作業、組立作業
・動作確認、測定方法の理解
・測定作業、オームの法則の理解
・測定作業、抵抗の計算方法も理解

③
【知識及び技能】
　鋳造の基本作業について正しい知識を身につけ，安全に鋳造作
業ができる技能を身につけている。
【思考力・判断力・表現力】
　鋳造作業の基本作業法について，適切に思考・判断し，安全な
鋳造作業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】
　鋳造の基本作業について，主体的に興味・関心を持ち，鋳造作
業に意欲的に取り組む態度を身につけている。

④
【知識及び技能】
　溶接の基本作業について正しい知識を身につけ，安全に溶接作
業ができる技能を身につけている。
【思考力・判断力・表現力】
　溶接作業の基本作業法について，適切に思考・判断し，安全な
溶接作業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】
　溶接の基本作業について，主体的に興味・関心を持ち，溶接作
業に意欲的に取り組む態度を身につけている。

⑤
【知識及び技能】
　テスタ製作の学習を通して，基礎的・基本的な電気の知識と技
術を確実に身につけ，生産活動における重要性と社会的意義や役
割を身につけている。
【思考力・判断力・表現力】
　テスタ製作の学習を通して，各部品の望ましい配置や配線方法
を思考・判断し，効率的な回路や組立工程を創意工夫する能力を
身につけるとともに，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】
　テスタ製作の学習を通して，主体的に電子部品や回路の基礎
的・基本的な技術に関心を持ち，安全で合理的な製作を意欲的に
実践する態度を身につけている。

〇

〇 〇 〇

40

〇 〇 〇

態
配当
時数

１
学
期

Ａ
【知識及び技能】
　実習の進め方、注意事項、評価、安全、レポート作
成について理解する。
【思考力、判断力、表現力等】
　
【主体的に学習に取り組む態度】
　集中して説明を聴き、プリントに記録する。

　※６つのテーマを１年間６班に分けローテーション
で実施。

①
【知識及び技能】
　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能を身につける。
【思考力・判断力・表現力】
　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る。
②
【知識及び技能】
　板金・手仕上げの基本作業について正しい
　知識を身につけ，安全に板金・手仕上げ作業が
　できる技能を身につける。
【思考力・判断力・表現力】
　板金・手仕上げ作業の基本作業法について，
　適切に思考・判断し，安全な板金・手仕上げ
　作業について説明できる力量を身につける。
【主体的に学習に取り組む態度】
　板金・手仕上げの基本作業について，主体的に
　興味・関心を持ち，板金・手仕上げ作業に意欲
　的に取り組む態度を身につける。

Ａ　ガイダンス
・使用道具の確認・点検
・安全一般について
・実習テーマの確認
・実習レポートについて
・成績評価について

①旋盤②板金、手仕上げ③鋳造
④溶接⑤電気⑥情報

①旋盤【段付丸棒の製作】
・安全な機械操作
・測定器具の取り扱い
・旋削加工の準備
・旋削加工（端面削り・段削り・面
取り・溝削り）
・ドリル加工
・ダイスでのネジ切り加工

②板金・手仕上げ
【塵取の製作】
・安全作業確認
・ケガキ作業（直角定規等）
・板金工具の取扱い方法
（金切りばさみ等）
・抵抗溶接を使用した溶接作業
・手仕上げ工具の取扱い方法
（ヤスリ等）
・ボール盤による穴あけ作業
・タップ（めねじ）及びダイス
（おねじ）によるねじ切り作業

Ａ
【知識及び技能】
　実習の進め方、注意事項、評価、安全、レポート作成について
理解できている。
【思考力・判断力・表現力】

【主体的に学習に取り組む態度】
　集中して説明を聴き、プリントに記録できている。

①
【知識及び技能】
　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
削作業ができる技能を身につけている。
【思考力・判断力・表現力】
　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。

②
【知識及び技能】
　板金・手仕上げ作業の基本操作について正しい知識を身につ
け，安全に板金・手仕上げ作業ができる技能を身につけている。
【思考力・判断力・表現力】
　板金・手仕上げ作業の基本作業法について，適切に思考・判断
し，安全な板金・手仕上げ作業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】
　板金・手仕上げの基本作業について，主体的に興味・関心を持
ち，板金・手仕上げ作業に意欲的に取り組む態度を身につけてい
る。

〇 〇 〇 5

単元の具体的な指導目標 指導項目・内容 評価規準 知 思

科目の目標

【知識及び技能】 【思考力、判断力、表現力等】 【主体的に学習に取り組む態度】

機械等各分野に関する基礎的な知識と技術を身につけ，工業
の発展と環境・資源などとの調和の取れたものづくりを合理
的に計画し，実際の仕事を適切に処理する技術を身につけ
る。

工業・機械技術に関する諸問題の適切な解決をめざして，
広い視野からみずから思考し，基礎的な知識と技術を活用
して適切に判断し，その結果を的確に表現し伝える能力を
身につける。

工業・機械技術について主体的に興味・関心を持ち，
その改善向上をめざして意欲的に取り組むとともに，
社会の発展に役立つ技術開発を積極的に学ぶ態度を身
につける。

【主体的に学習に取り組む態度】 社会に貢献できる技術を身につけるため積極的な姿勢を見せ、他者と協働しながら学習に取り組むことができる

対象学年・組 １年Ａ組・Ｂ組

使用教科書 工業技術基礎（実教出版）

使用教材 機械実習１・機械実習２（実教出版）、自校作成プリント

教科の目標

【 知　識　及　び　技　能 】 機械分野に関する知識や技能を持ち、その技術を活用できる

【思考力、判断力、表現力等】 学習した内容を理解し、それを活用させ、様々な形として表現ができる

東京都立杉並工業高等学校

令和4年度　年間授業計画
教科名 機械科 科目名 工業技術基礎 単位数 4



対象学年・組 1年Ａ組・Ｂ組

使用教科書 工業情報数理（実教出版）

使用教材 情報技術検定問題集（全国工業高等学校長協会）

東京都立杉並工業高等学校

令和4年度　年間授業計画
教科名 機械科 科目名 工業情報数理 単位数 3

科目の目標

【知識及び技能】 【思考力、判断力、表現力等】 【主体的に学習に取り組む態度】

情報技術、情報手段および数理処理ができる様にするため、
工業分野における情報技術の進展と情報の意義屋や役割、お
よび数理処理の理論を理解するとともに、ものづくりにおけ
る様々な状況に対応できる技術を身につける

情報化の進展が社会に与える影響を見いだし、単に生産性
や効率だけを優先するのでは無く、発信する情報や数理処
理などが社会に与える影響に対して、科学的な根拠に基づ
き工業の発展に対応し解決する力を養う

情報技術および情報手段や数理処理を活用する力の向
上を目指し、各分野の理論を工業に関する事象の数理
処理に活用することなどについて、自ら学ぶ態度や、
工業の発展に主体的かつ協働的に取り組み態度を養う

教科の目標

【 知　識　及　び　技　能 】 機械分野に関する知識や技能を持ち、その技術を活用できる

【思考力、判断力、表現力等】 学習した内容を理解し、それを活用させ、様々な形として表現ができる

【主体的に学習に取り組む態度】 社会に貢献できる技術を身につけるため積極的な姿勢を見せ、他者と協働しながら学習に取り組むことができる

態
配当
時数

１
学
期
中
間

A 産業社会と情報技術①
【知識及び技能】
・コンピュータの構成を学習する
・社会におけるコンピュータ利用について知る
【思考力、判断力、表現力等】
・コンピュータの使用例を学習する
【主体的に学習に取り組む態度】
・身の回りでの使用例をまとめ発表する

・コンピュータの構成と特徴につ
いて、その概要を学習する
・情報化の発展と産業社会につい
て、コンピュータがどこでどの様
に利用され、社会が発展したのか
を知る
・コンピュータの利用についてグ
ループで調べ発表する

【知識及び技能】
・コンピュータの構成を理解できたか
・どこで使われているのかを理解したか
【思考力・判断力・表現力】
・利用の具体的方法を学習できたか
【主体的に学習に取り組む態度】
・具体例についてまとめ、内容を伝えられたか

〇 〇 9

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 ○ ○ 1

B 産業社会と情報技術②
【知識及び技能】
・情報化社会の権利やセキュリティーを学習する
【思考力、判断力、表現力等】
・権利の種類、セキュリティーの方法を知る
【主体的に学習に取り組む態度】
・知的財産権の種類、セキュリティー対策の調査

・知的財産権の分類から、著作
権、産業財産権について、その具
体例を学習する。
・情報の不正利用や流出をどう防
がなければならないのか、その対
策を知る。

【知識及び技能】
・知的財産権について理解できたか
・どの様な脅威があるのか
【思考力・判断力・表現力】
・権利の具体的な分類を知れたか
【主体的に学習に取り組む態度】
・驚異に対してどの様な対策を施すべきかを知れたか

○ ○

1
学
期
期
末

C コンピュータの基本操作
【知識及び技能】
・コンピュータの基本操作、利用者認証とその権限
について学習する
【思考力、判断力、表現力等】
・基本操作方法、使用権限の種類を学ぶ
【主体的に学習に取り組む態度】
・実例やハードウエアのセキュリティーを調査

・コンピュータの基本操作を実際
にパソコンを操作して学習する
・ハードウエアについて知り、実
例やそのセキュリティー方法を調
査する

【知識及び技能】
・ハードウエアの役割を理解できたか
【思考力・判断力・表現力】
・コンピュータの基本操作を修得できたか
【主体的に学習に取り組む態度】
・ハードウエアやそのセキュリティー方法について知ることが
できたか

○ ○

定期考査 ○

○ 15

D ソフトウエアの基礎
【知識及び技能】
・ソフトウエアの種類、OSについて学ぶ
【思考力、判断力、表現力等】
・目的の処理に必要なソフトウエアの分離をする
【主体的に学習に取り組む態度】
・学習した内容を踏まえ、実践してみる

・ソフトウエアの種類、OSの役割
について学習する
・目的に応じた処理を行うための
ソフトウエアについて学習する
・各種ソフトウエアを使用する

【知識及び技能】
・ソフトウエアの種類、OSの役割を理解できたか
【思考力・判断力・表現力】
・目的の処理に応じたソフトウエアを選定することができたか
【主体的に学習に取り組む態度】
・ソフトウエアの操作ができたか

○ ○ ○ 12

12

F Cによるプログラミング①
【知識及び技能】
・Cの特徴について学習する
【思考力、判断力、表現力等】
・四則計算や選択処理等の方法を学習する
【主体的に学習に取り組む態度】
・問題集を活用し演習問題を解く

・Cの特徴や基本を学習する。
・プログラミングの種類と、その
方法について学習する
・情報技術検定問題集を活用し、
演習問題に取り組む

【知識及び技能】
・Cの特徴、基本事項が理解できたか
【思考力・判断力・表現力】
・四則計算の方法や分岐処理ができるか
【主体的に学習に取り組む態度】
・主体的に演習問題に取り組むことができたか

○ ○ ○ 12

○ 1

E プログラミングの基礎
【知識及び技能】
・言語の種類とプログラムの作り方
【思考力、判断力、表現力等】
・流れ図とアルゴリズムの演習
【主体的に学習に取り組む態度】
・問題集を活用し演習問題を解く

・プログラミング言語の種類と、
プログラムの作り方、アルゴリズ
ムについて学習する。
・情報技術検定問題集を活用し、
演習問題に取り組む

【知識及び技能】
・プログラミング言語の種類とプログラムの作り方について知
ることができたか
【思考力・判断力・表現力】
・流れ図とアルゴリズムの演習問題を解くことできたか
【主体的に学習に取り組む態度】
・主体的に演習問題に取り組むことができたか

○ ○ ○

・2/10/16進数の変換や計算
・基本論理回路の回路図、論理
式、真理値表を学び、これを応用
するための学習を行う
・情報技術検定問題集を活用し、
演習問題に取り組む

【知識及び技能】
各種進数の取扱や基本論理回路について理解できたか
【思考力・判断力・表現力】
・進数の変換計算や応用論理回路ができる様になったか
【主体的に学習に取り組む態度】
・主体的に演習問題に取り組むことができたか

○ ○ ○ 8

1

2
学
期
期
末

G Cによるプログラミング②
【知識及び技能】
・Cのプログラムを学習する
【思考力、判断力、表現力等】
・繰り返し処理、配列、関数等の方法を学習する
【主体的に学習に取り組む態度】
・問題集を活用し演習問題を解く

・Cのプログラミング基礎
・プログラミングの種類と、その
方法について学習する
・情報技術検定問題集を活用し、
演習問題に取り組む

【知識及び技能】
・各種プログラミングの基本事項が理解できたか
【思考力・判断力・表現力】
・目的に応じた繰り返し処理の方法を選択できたか
・配列や関数の使い方が理解できたか
【主体的に学習に取り組む態度】
・主体的に演習問題に取り組むことができたか

○ ○ ○ 12

H ハードウエア
【知識及び技能】
・数値表記や基本論理回路について学習する
【思考力、判断力、表現力等】
・各種進数の変換や計算、基本論理回路とその応用
について学習する
【主体的に学習に取り組む態度】
・問題集を活用し演習問題を解く

定期考査
○ ○

2
学
期
中
間

1

３
学
期

I 数理処理と情報デザイン
【知識及び技能】
・SI単利系と各種数理処理について学習する
・マルチメディアを用いた表現方法を学習する
【思考力、判断力、表現力等】
・SI単利系について、PP等を用いてまとめる
【主体的に学習に取り組む態度】
・グループで調査結果を精査し、発表する

・SI単利系とその数理処理につい
て学習する
・マルチメディアを用いた表現方
法について学習する
・パソコンを用いて調査した内容
をまとめ、それをグループワーク
にて精査し、最終的に発表を行う

【知識及び技能】
・SI単利系と数理処理について理解できたか
【思考力・判断力・表現力】
・マルチメディアを用いた表現ができたか
【主体的に学習に取り組む態度】
・他者と協働し、調査内容を伝えられる様になったか

〇 〇 〇 12

定期考査 ○ ○

授業時数合計 105

学年末考査 〇 〇 1



授業時数合計 70

〇 8３
学
期

３寸法記入法
１基本的な寸法記入法
２いろいろな寸法記入法
３寸法記入についての留意事項

〇指導事項
●寸法記入に関する基本事項を理解
し、色々な場合の寸法記入の留意点
について実技を通して学習する。
〇教材
基礎製図練習ノ−ト
〇ICTの書画カメラの活用　等

・１学期、２学期と同じ評価規準

〇

〇 〇 〇

2
学
期

５投影図の描き方
１投影法
２投影図の描き方
第２章製作図
１製作図のあらまし
１製作図
２尺度
３図面の様式
４製作図の描き方と検図
５図面の管理
２図形の表し方
１図形の選び方と配置
２断面図示
３特別な図示方法
４線・図形の省略
【知識及び技能】
・機械や部品の製作に使用される図面の役割や
「製図総則」、「機械製図」などのＪＩＳ規格の
必要性を理解している。
・製図の基本である文字や線の描き方を理解して
いる。
【思考力、判断力、表現力等】
図面の役割や「製図総則」、「機械製図」などの
ＪＩＳ規格の重要性について理解している。考え
（思考・判断）、誤りのない図面を描くこと（表
現）ができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
機械や部品の製作に使用される図面の役割や「製
図総則」、「機械製図」などのＪＩＳ規格に興
味・関心をもち、誤りのない図面を描くことに意
欲的に取り組んでいる。

○指導事項
●各種投影法について、原理や分
類、導入の歴史等にも触れ、機械製
図の基礎である正投影法による図形
の求め方を理解する。
●第三角法による投影図の描き方等
について実技を通して理解する。
●主投影図にどの図を選べばよい
か、主投影図だけで品物が表現でき
るかなど、投影図の配置についての
考え方を実技を通して学習する。
○教材
基礎製図練習ノ−ト
○ICTの書画カメラの活用等

【知識及び技能】
各種機械や部品の製作に使用される図面など
の作成に関する基礎的・基本的な知識と技術
を習得するとともに、各種機械や部品の製作
に使用される図面等の役割や作図法、図面な
どを正しく読み、作成できる力を身に付けて
いる。
　
【思考力・判断力・表現力】
各種機械や部品の製作に使用される図面など
の作成における諸問題を的確に把握し、考察
を深めるとともに、機械製図に関する知識と
技術を活用しながら表現する力を身に付けて
いる。

【主体的に学習に取り組む態度】
各種機械や部品の製作に使用される図面など
を作成することに興味・関心をもち、機械製
図の意義や役割の理解および諸問題の解決を
目指して、主体的に学習に取り組もうとして
いる。

8

〇 〇 〇 8

〇 〇 〇 8

〇 〇

〇 〇 8

〇 8

態
配当
時数

１
学
期

第1章製図の基礎
１機械製図と規格
１図面の役目と種類
２製図の規格
２製図用具とその使い方
１製図用具
２製図用具の使い方
３図面に用いる文字と線
１文字
２線
４基礎的な図形の描き方
１基礎的な作図
２直線と円弧、円弧と円弧のつなぎ方
３平面曲線
【知識及び技能】
・機械や部品の製作に使用される図面の役割や
「製図総則」、「機械製図」などのＪＩＳ規格の
必要性を理解している。
・製図の基本である文字や線の描き方を理解して
いる。
　
【思考力、判断力、表現力等】
図面の役割や「製図総則」、「機械製図」などの
ＪＩＳ規格の重要性について理解している。考え
（思考・判断）、誤りのない図面を描くこと（表
現）ができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
機械や部品の製作に使用される図面の役割や「製
図総則」、「機械製図」などのＪＩＳ規格に興
味・関心をもち、誤りのない図面を描くことに意
欲的に取り組んでいる。

○指導事項
●製図道具の種類や基本的な使い方
について理解している。
●製図の基本である文字や線の描き
方について理解している。
●基礎的な図形の描き方について理
解している。
●コンパスや定規などを用いて、線
分の2等分や円に接する正六角形な
どの基本的な図形の描き方について
理解する。
●直線と円弧のつなぎ方や楕円や歯
形曲線などの特殊な図形の描き方に
ついて実技を通して学習する。
○教材
基礎製図練習ノ−ト
○ICTの書画カメラの活用等

【知識及び技能】
各種機械や部品の製作に使用される図面など
の作成に関する基礎的・基本的な知識と技術
を習得するとともに、各種機械や部品の製作
に使用される図面等の役割や作図法、図面な
どを正しく読み、作成できる力を身に付けて
いる。
　
【思考力・判断力・表現力】
各種機械や部品の製作に使用される図面など
の作成における諸問題を的確に把握し、考察
を深めるとともに、機械製図に関する知識と
技術を活用しながら表現する力を身に付けて
いる。

【主体的に学習に取り組む態度】
各種機械や部品の製作に使用される図面など
を作成することに興味・関心をもち、機械製
図の意義や役割の理解および諸問題の解決を
目指して、主体的に学習に取り組もうとして
いる。

〇 7

単元の具体的な指導目標 指導項目・内容 評価規準 知 思

〇 〇 8

〇 〇 〇 7

科目の目標

【知識及び技能】 【思考力、判断力、表現力等】 【主体的に学習に取り組む態度】

機械製図に関する基本的・基礎的な知識を身に
つけ、設計製図の意義や役割を理解する。

機械製図に関する問題等の解決を目指して自
ら思考を深め、基礎的な知識を活用して創意
工夫をする能力を身につけ、的確に表現でき
るようにする。

機械製図に興味関心をもち、製作図面の改
善や向上を目指して意欲的に取り組む実践
的な態度を養う。

教科の目標

【 知　識　及　び　技　能 】
・図面の技法を十分理解し、規格(JIS)の知識を理解している。
・練習ノ−トの課題を自主的に作成、作成技能が向上している。

【思考力、判断力、表現力等】
・製図の技法を十分理解し、その応用力を駆使することができる。
・制限時間内に、要領よく描き時間配分等の判断ができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
・製図に関する日本産業規格および各専門分野の製図について基礎的な知識と技術を習得させる。
・製作図、設計図などを正しく読み、図面を構想し作成する能力と態度を育てる。

対象学年・組 1年Ａ組・Ｂ組

使用教科書 機械製図（実教出版）

使用教材 基礎製図練習ノ−ト（実教出版）

東京都立杉並工業高等学校

令和4年度　年間授業計画
教科名 機械科 科目名 機械製図 単位数 2



教科名 機械科 科目名 機械実習 単位数 4

対象学年組・コース

期間 指導内容

授業時数合計 140

３
学
期

①アーク溶接の基礎知識
②アーク溶接の作業方法
③溶接実技

具体化する・見通す・構造化する】
アーク溶接特別教育の資格の重要性を理解する。

①-1溶接の基礎知識を理解する。
①-2アーク溶接の基礎の実践例を理解する。
②-1溶接の作業方法を理解する。
②-2溶接の作業の実践例を理解する。
③-1アーク溶接の実技を習得する。
③-2溶接の実技の実践例を理解する。

①②③
観点】
〇具体的な指導目標に達成できているか。
〇授業への取り組み・積極性
〇問題集や授業中の課題をこなして、きちんと理
解しているか
〇授業に参加し、真剣かつ積極的に取り組んだ
か。
【方法】
〇問いかけに対して積極的に反応したか。質問を
したか。発言により評価する
〇ノート提出により評価する

34

２
学
期
中
間

①Wordを使った案内文の作成方法や、
編集方法について
②Exelを用いたデータ処理について
コンピューターに関する知識について

③フライス盤の基本的な操作方法に
ついて
④フライス盤を用いた加工技術につい
て

【具体化する・見通す・構造化する】
①ワードを用いた案内文の作成を行う。
②ワードの機能と操作方法を理解する。
③エクセルの基礎知識を理解する。
④エクセルを用いたデータ処理や、数式を用いた操作方法について理解する。
⑤パソコンの一般的な基礎知識を理解する。
⑥パソコンのリテラシーを理解する。

【順序付ける/多面的に見る/構造化する】
下記作業を通して小型万力を加工し、フライス盤の操作・機械の取扱作業を学ばせる。
③－1安全指導
③－2工作機械の取扱い/工具の取扱い
④－1材料の取り付け
④－2六面体の製作作業
④－3側面削り作業

【順序付ける/具体化する】
・報告書の作成を通して作業内容をまとめることが出来る。

①②
【観点】
〇作業手順を守り図面通りに加工をおこなうこと
が出来る。
〇各材料を正しく測定し取り扱うことが出来る。
〇作業内容を順序だてて報告書にまとめることが
出来る。
【方法】
〇作品の完成度を踏まえて評価をおこなう。
〇作業後の報告書の作成/提出をもって評価とす
る。
〇出席状況や作業の取り組む態度を評価に取り入
れる。

③④
【観点】
〇具体的な指導目標に達成できているか。
〇授業への取り組み・積極性
〇問題集や授業中の課題をこなして、きちんと理
解しているか
〇授業に参加し、真剣かつ積極的に取り組んだ
か。
【方法】

25

2
学
期
期
末

①フライス盤の基本的な操作方法に
ついて
②フライス盤を用いた加工技術につい
て
③溶接の操作方法について

【順序付ける/多面的に見る/構造化する】
下記作業を通して小型万力を加工し、フライス盤の操作・機械の取扱作業を学ばせる。
①-1　安全指導
①-2　工作機械の取扱い/工具の取扱い
①-3　材料の取り付け
②-1　六面体の製作作業
②-2　側面削り作業
③-1アーク溶接の基礎知識
③-2アーク溶接の作業方法
③-3溶接実技

【順序付ける/具体化する】
・報告書の作成を通して作業内容をまとめることが出来る。

①②
【観点】
〇作業手順を守り図面通りに加工をおこなうこと
が出来る。
〇各材料を正しく測定し取り扱うことが出来る。
〇作業内容を順序だてて報告書にまとめることが
出来る。
【方法】
〇作品の完成度を踏まえて評価をおこなう。
〇作業後の報告書の作成/提出をもって評価とす
る。
〇出席状況や作業の取り組む態度を評価に取り入
れる。

③
【観点】
〇具体的な指導目標に達成できているか。
〇授業への取り組み・積極性
〇問題集や授業中の課題をこなして、きちんと理
解しているか
〇授業に参加し、真剣かつ積極的に取り組んだ
か。
【方法】

33

１
学
期
中
間

①旋盤の操作方法について
②基本的な加工技術について

旋盤
【順序付ける/多面的に見る/構造化する】
下記作業を通して技能検定3級機械加工を目指した技能を習得させる。
①安全指導
②工作機械の取扱い/材料の取り付け
③端面切削/外形切削/穴あけ作業
④ねじ切り作業
⑤段削り作業

【順序付ける/具体化する】
・報告書の作成を通して作業内容をまとめることが出来る。

①②
【観点】
〇作業手順を守り図面通りに加工をおこなうこと
が出来る。
〇各材料を正しく測定し取り扱うことが出来る。
〇作業内容を順序だてて報告書にまとめることが
出来る。

【方法】
〇作品の完成度を踏まえて評価をおこなう。
〇作業後の報告書の作成/提出をもって評価とす
る。
〇出席状況や作業の取り組む態度を評価に取り入
れる。

24

1
学
期
期
末

①Wordの基本的な操作方法について
②Exelの基本的な操作方法について
コンピューターに関する知識について

【具体化する・見通す・構造化する】
①ワードの基礎知識を理解する。
②ワードの操作方法を理解する。
③エクセルの基礎知識を理解する。
④エクセルの操作方法を理解する。
⑤パソコンの一般的な基礎知識を理解する。
⑥パソコンのリテラシーを理解する。

①②
【観点】
〇具体的な指導目標に達成できているか。
〇授業への取り組み・積極性
〇問題集や授業中の課題をこなして、きちんと理
解しているか
〇授業に参加し、真剣かつ積極的に取り組んだ
か。

【方法】
〇問いかけに対して積極的に反応したか。質問を
したか。発言により評価する
〇ノート提出により評価する
〇中間・期末試験の成績により評価する

24

使用教材
機械実習Ⅰ・機械実習Ⅱ

具体的な指導目標 評価の観点・方法
配当
時数

令和4年度 年間授業計画 東京都立杉並工業高等学校

２年Ａ組・Ｂ組

使用教科書



教科名 機械科 科目名 情報技術基礎 単位数 2

対象学年組・コース

学期 指導内容

授業時数合計 70

３
学
期

〇情報技術試験対策問題
〇
〇ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔの使い方
〇プレゼンテーションソフトの使い方
〇プレゼンテーションの仕方
〇プレゼンテーションの練習
〇学年末試験

【具体化する・多面的・多角的にみる・見通す・理由づける】
〇情報技術検定試験対策問題とその解説
〇発表用資料の作り方
〇プレゼンテーション用資料を作る
〇プレゼンテーションの練習
〇文章を入力し、見やすい表やグラフ、図などの挿入と、写真や動画の挿入した、発表資料を作る
〇実際にプレゼンテーションをしてみる。
〇プレゼンテーションの反省と改善について
〇学年末試験の答え合わせと解説。
発表を通して今後の職業について見通す。

【観点】
〇具体的な指導目標に達成できているか。
〇授業への取り組み・積極性
〇問題集や授業中の課題をこなして、きちんと理
解しているか
〇授業に参加し、真剣かつ積極的に取り組んだ
か。
【方法】
〇問いかけに対して積極的に反応したか。質問を
したか。発言により評価する
〇ノート提出により評価する
〇プレゼン発表の成績により評価する

16

１
学
期

〇オリエンテーション

〇コンピュータの発達や利用
〇ソフトウエアの基礎について
〇基本的なデータの表し方
〇論理回路

〇中間考査
〇答え合わせと解説

〇コンピュータの構成
〇周辺装置
〇ソフトウエアの基礎・著作権
〇マルチメディア
〇コンピュータネットワーク
〇インターネット

〇期末試験

【順序づける・比較する・関連付ける】

〇コンピュータの発達の歴史や社会での利用について
〇情報化社会の権利とモラル
〇ソフトウエアの基礎
〇１０進数⇔2進数⇔１６進数の変換
〇２進数の計算
〇論理回路の基礎

〇中間試験問題の答え合わせと解説

〇情報のセキュリティ

〇コンピュータの構成
〇周辺装置
〇ソフトウエアの基礎と著作権
〇コンピュータ言語の種類
〇マルチメディアの発達と利用
〇コンピュータネットワーク
〇インターネットの利用とモラル・犯罪について

〇期末試験
〇期末試験問題の答え合わせと解説

【観点】
〇具体的な指導目標に達成できているか。
〇授業への取り組み・積極性
〇問題集や授業中の課題をこなして、きちんと理
解しているか
〇授業に参加し、真剣かつ積極的に取り組んだ
か。

【方法】
〇問いかけに対して積極的に反応したか。質問を
したか。発言により評価する
〇ノート提出により評価する
〇中間・期末試験の成績により評価する

24

２
学
期

〇１学期の復習

〇アルゴリズム

〇流れ図の種類

〇練習問題

〇プログラムの作成

〇中間試験

〇プログラムの作成

〇期末試験

〇情報技術試験対策問題

【分類する・比較する・関連づける】
〇１学期に勉強したことを復習する。

〇流れ図の記号
　　・順次型
　　・分岐型
　　・繰り返し型
〇練習問題

〇プログラムの作成
　　・データの入力と計算
　　・制御文・練習問題

〇中間試験

〇中間試験の答え合わせと解説

〇プログラムの作成

〇期末試験

〇期末試験の答え合わせと解説

〇情報技術試験対策問題とその解説

【観点】
〇具体的な指導目標に達成できているか。
〇授業への取り組み・積極性
〇問題集や授業中の課題をこなして、きちんと理
解しているか
〇授業に参加し、真剣かつ積極的に取り組んだ
か。

【方法】
〇問いかけに対して積極的に反応したか。質問を
したか。発言により評価する
〇ノート提出により評価する
〇中間・期末試験の成績により評価する

30

配当
時数

令和４年度 年間授業計画 東京都立杉並工業高等学校

　２年Ａ組・Ｂ組

使用教科書
　『情報技術基礎』　（実教出版）

使用教材
　３級　情報技術検定試験　標準問題集　（全国工業校長協会）

具体的な指導目標 評価の観点・方法



教科名 機械科 科目名 機械設計 単位数 1

対象学年組・コース

期間 指導内容

授業時数合計 35

３
学
期

２．引張･圧縮荷重を受ける材料の強
さ
2-1．荷重と材料
2-2．応力とひずみ
2-3．弾性係数

３．せん断荷重を受ける材料の強さ
3-1．せん断応力とせん断ひずみ
3-2．横弾性係数

【比較する・分類する・関連づける・具体化する】
・荷重の特徴を理解し、材料に加わる力がどのようなものなのかを学習する。またその計算方法を
学ぶ。

【比較する・分類する・関連づける・具体化する・順序づける】
・材料に働く応力とひずみの計算方法を学習し、縦弾性係数について学ぶ。

【比較する・分類する・関連づける・具体化する・順序づける】
・せん断応力とせん断ひずみの基本を学習し、その種類と計算方法や横弾性係数について学ぶ。

観点
・荷重により材料にどの様な力が加わるのかが理解できて
いるか。
・応力とひずみのちがい、それらの計算ができているか。
・応力とひずみの関係、また弾性係数について理解し、計
算で求められるか。
方法
・授業において、出席状況、受ける態度や積極度、演習の
結果などを総合的に判断。
・定期試験の結果。
・ノートや課題等、提出物の状況。

8

２
学
期
中
間

1-3．力のつり合い

３．仕事と動力
3-1．仕事

【関連づける・具体化する・順序づける】
・物体が釣り合っている状態では、どのような力が働いているのかを計算を用いて学習する。
・物体の重心の求め方についても学ぶ。

【分類する・関連づける】
・物体に対しどのような働きをするものが仕事なのかを理解し、基本的な計算方法を学習する。

観点
・物体の釣り合いについて理解できているか。
・物体の重心を計算で求めることができるか。
・仕事とはどの様なことか理解できているか。
・仕事について計算で求められるか。

方法
・授業において、出席状況、受ける態度や積極
度、演習の結果などを総合的に判断。
・定期試験の結果。
・ノートや課題等、提出物の状況。

8

2
学
期
期
末

3-2．道具や機械の仕事

第3章 材料の強さ

１．材料に加わる荷重
1-1．荷重

【比較する・分類する・関連づける・具体化する】
・人の力だけで重いものを動かすには限界があり、道具を使って仕事をする。機械はてこ･滑車･斜
面･ころなどの原理をたくみに応用し、組み合わせて作られている。てこ・輪軸・滑車の基本的な
計算方法や利用方法を学習する。

【順序づける・分類する・関連づける・見通す】
・荷重にはどのようなものがあるのかを学習する。
・機械の構成部材は引張り・曲げ・ねじりなどの作用を受ける。そのような作用を確かめること
で、壊れない機械にするための手法を学習する。

観点
・てこ・輪軸・滑車の基本的な計算方法や、利用
方法について理解できているか。
・荷重の種類を理解することができているか。
・引張り・曲げ・ねじりなどの作用について理解
できているか。

方法
・授業において、出席状況、受ける態度や積極
度、演習の結果などを総合的に判断。
・定期試験の結果。
・ノートや課題等、提出物の状況。

7

１
学
期
中
間

第1章 機械と設計

１．機械のなりたち
機械、機構、機械要素

２．機械設計
設計、設計製図と生産、コンピュータ
の活用

第2章 機械に働く力と仕事

１．力
1-1．力の合成と分解

【分類する・関連づける・多面的に見る】
・機械はどのようなしくみからできているのか、実際の機械を例にしたり、機構の組み合わせ、機
械要素の種類と用途などから学習する。
・設計の要点を具体的に6つあげ、それぞれについて理解する。またコンピュータを活用した設計
の概要を学習する。

【比較する・分類する・関連づける】
・機械を設計する際にはつねに力を考える必要がある。まずは力とは何かを知り、それを分解した
り、合成させる方法を学ぶ。

観点
・機械とはどういうものなのかを実際の機械や機
構の組み合わせから理解しているか。
・機械の要点について理解しているか。
・力についてどの様に作用しているかを理解して
いるか。

方法
・授業において、出席状況、受ける態度や積極
度、演習の結果などを総合的に判断。
・定期試験の結果。
・ノートや課題等、提出物の状況。 5

1
学
期
期
末

1-1．力の合成と分解（続き）
1-2．力のモーメントと偶力

【比較する・分類する・関連づける】
・機械を設計する際にはつねに力を考える必要がある。まずは力とは何かを知り、それを分解した
り、合成させる方法を学ぶ。
・三平方の定理や三角比を活用した計算方法を学習する。

【分類する・関連づける・具体化する】
・物体の回転に対する力の働き、効果であるモーメントはどのようなものなのかを知る。また、そ
の計算方法を学習する。

【分類する・関連づける・具体化する】
・大きさが等しく、逆向きで、平行な一対の力である偶力とはどのようなものかを知る。また、そ
の計算方法を学習する。

観点
・力についてどの様に作用しているかを理解して
いるか。
・三平方の定理や三角比の応用計算ができるか。
・力のモーメントについて理解できているか。
・偶力について理解できているか。

方法
・授業において、出席状況、受ける態度や積極
度、演習の結果などを総合的に判断。
・定期試験の結果。
・ノートや課題等、提出物の状況。 7

配当
時数

令和4年度 年間授業計画 東京都立杉並工業高等学校

２年Ａ組・Ｂ組

使用教科書
機械設計１（実教出版）

使用教材

具体的な指導目標 評価の観点・方法



教科名 機械科 科目名 機械工作 単位数 2

対象学年組・コース

期間 指導内容

第1章　製品をつくる

第1節　製品のつくり

(1)さまざまな材料

(2)材料の加工

第2節　製品のできるまで

(1)製品の製造

第2章　機械材料

第1節　機械的性能とその測定

(1)引張強さ

(2)硬さ

(3)じん性と疲労

第2節　金属の結晶構造

(1)結晶のなりたち

(2)金属組織

(3)合金とその組織

(4)平衡状態図

第3節　鉄鋼材料

(1)銑鉄

(2)製鋼

(3)鉄鋼の組織と性質

(4)鋼の熱処理

(5)特殊な鋼

(6)鋳鉄

第4節　非鉄金属材料

(1)アルミニウムとその合金

(2)銅とその合金

(3)その他の非鉄金属材料

第5節　非金属材料

(1)プラスチック

(2)セラミック

(3)ガラス

(4)複合材料

第3章　鋳造

第1節　鋳造法と鋳型

(1)砂型鋳造法

(2)金型鋳造法

(3)特殊な鋳造法

第2節　鋳物材料の溶解

(1)溶解方法

(2)鋳造品の評価

授業時数合計 70

３
学
期

・各種鋳造法の種類や方法について、どのようなものがあるかを理解する。
・鋳物材料をどのようにして扱うのか、またその評価について理解する。

１授業においての発問に対する生徒の回答で
　理解度等を判断し評価する。
２自校作成プリントの提出で理解度等を判断
　し、評価する。
３定期考査で生徒の理解度から、評価する。
４提出物で生徒の表現力や意欲から、評価
　する。

16

２
学
期
中
間

・製鉄作業のあらましを理解する。
・鉄鋼材料に含まれる炭素の含有量と機械的性質の特徴とその用途について理解する。
・純鉄の性質について温度との関係を理解する。
・Fe-C系平衡状態図を理解し、炭素鋼の組織や変態についてその活用法を習得する。
・焼なまし、焼ならし、焼入れ、焼戻しなどの鋼の熱処理について理解し、実践的に活用する能力
を習得する。
・炭素鋼の種類と用途について理解し、その性質の特徴を活かした加工法を習得する。
・鋼の性質を改善するための合金元素や合金鋼の分類について理解する。
・様々な合金鋼の特徴と、性質改善に関わるおもな合金元素について理解する。
・鋳鉄の特徴や種類について理解する。

１授業においての発問に対する生徒の回答で
　理解度等を判断し評価する。
２自校作成プリントの提出で理解度等を判断
　し、評価する。
３定期考査で生徒の理解度から、評価する。
４提出物で生徒の表現力や意欲から、評価
　する。

12

2
学
期
期
末

・各種非鉄金属材料の特徴と性質、用途について理解する。
・機械材料の中で非金属材料にはどんなものがあるか理解し、実践的に活用できる能力を習得す
る。

１授業においての発問に対する生徒の回答で
　理解度等を判断し評価する。
２自校作成プリントの提出で理解度等を判断
　し、評価する。
３定期考査で生徒の理解度から、評価する。
４提出物で生徒の表現力や意欲から、評価
　する。

18

１
学
期
中
間

・社会における機械工業の位置を理解して，今後の機械工業のあるべき姿、機械製品の製造方式な
どの発達とその背景、機械工業が社会へ及ぼした影響や、現代社会における機械工業のあるべき姿
などを考えさせる
・機械製品の製造方式の発達とその背景や，機械製品が社会に及ぼした影響を把握させ，現代社会
におけるより好ましい機械工業の姿について考えさせる。

１授業においての発問に対する生徒の回答で
　理解度等を判断し評価する。
２自校作成プリントの提出で理解度等を判断
　し、評価する。
３定期考査で生徒の理解度から、評価する。
４提出物で生徒の表現力や意欲から、評価
　する。

10

1
学
期
期
末

・機械材料に望まれる性質、機械材料の種類、機械的性質、金属・合金の結晶構造と状態変化、金
属材料の変形と結晶、金属材料の加工性などを理解させ、機械材料の適切な選択と使用方法を習得
させる。
・具体的な機械製品の例示と、材料の特徴により機械部品などに求められる性質を理解する。
金属、非金属、複合材料、機能性材料などについて自動車を例にあげ、その特徴や用途を理解す
る。
・強さ、硬さ、粘り強さ、疲れ強さ、磨耗、温度の影響などについて理解する。
・金属の結晶構造、温度による状態変化、合金の組織、状態図、変態について理解する。
・結晶の塑性変形、加工硬化と再結晶などについて、弾性や塑性の性質と、温度の影響を加味しな
がら理解する。
・金属材料の可融性、展延性、被削性の３つの性質を理解する。

１授業においての発問に対する生徒の回答で
　理解度等を判断し評価する。
２自校作成プリントの提出で理解度等を判断
　し、評価する。
３定期考査で生徒の理解度から、評価する。
４提出物で生徒の表現力や意欲から、評価
　する。

14

配当
時数

令和４年度 年間授業計画 東京都立杉並工業高等学校

２年Ａ組・Ｂ組

使用教科書
新機械工作（実教出版）

使用教材
自校作成プリント

具体的な指導目標 評価の観点・方法



教科名 機械科 科目名 電気基礎 単位数 1

対象学年組・コース

期間 指導内容

授業時数合計 35

３
学
期

第4章　交流回路
1.正弦波交流
・正弦波交流の特性
3.記号法による交流回路計算
・R、L、Cの働きとその回路

【比較する・分類する】
・直流回路と交流回路の違いについて理解する。
・正弦波交流の特徴を学習し、その計算に用いる式についての理解をする。
・抵抗、インダクタンス、静電容量を用いた交流回路について、接続素子の違いによる回路特性の
違いを学習し、その演習を行う。また、応用回路についても触れる。

観点
・交流回路とその式について、どのような意味を
持つかを理解しているか。
・接続素子の違いによる回路の特性について理解
できているか。

方法
・授業において、出席状況、受ける態度や積極
度、演習の結果などを総合的に判断。
・定期試験の結果。
・ノートや課題等、提出物の状況。

8

２
学
期
中
間

4.電磁誘導
4-1.電磁誘導と誘導起電力
4-2.自己誘導と相互誘導

第3章　静電気
1.電荷と電界
1-1.帯電現象
1-2.静電誘導と静電遮へい

【関連づける・具体化する】
・電磁誘導に関するファラデーの法則とレンツの法則について学習し、その演習を行う。また、そ
れらを利用した直流発電機の原理について理解する。
・自己誘導とその起電力、自己インダクタンスついて学習する。

【比較する・関連づける・具体化する】
・電荷の周りに起こる帯電現象について学習する。また、その影響を受けないための静電遮へいに
ついて学習する。
・静電気に関するクーロンの法則や、磁界中に働く静電力を学び、その演習を行う。

観点
・直流発電機の原理や、自己インダクタンスつい
て理解できているか。
・電荷の周りに起こる現象について理解できてい
るか。
・電荷の周りに起こる静電気について、現象につ
いて理解できているか。

方法
・授業において、出席状況、受ける態度や積極
度、演習の結果などを総合的に判断。
・定期試験の結果。
・ノートや課題等、提出物の状況。

8

2
学
期
期
末

第3章　静電気
1-3.静電気に関するクーロンの法則
1-4.電界
2.コンデンサ
2-1.静電容量
2-2.いろいろなコンデンサ
2-3.コンデンサにたくわえられるエネ
ルギー

【比較する・分類する・関連づける】
・静電容量について学習し、その演習を行う。またその接続と計算方法について学ぶ。
・静電気に関するクーロンの法則や、磁界中に働く静電力を学び、その演習を行う。

観点
・静電容量とコンデンサついて理解できている
か。
・コンデンサにたくわえられるエネルギーについ
て理解できているか。

方法
・授業において、出席状況、受ける態度や積極
度、演習の結果などを総合的に判断。
・定期試験の結果。
・ノートや課題等、提出物の状況。

7

１
学
期
中
間

第2章　電流と磁気
1.磁気とクーロンの法則
1-1.磁石と磁気
1-2.磁気に関するクーロンの法則
1-3.磁界

【分類する・関連づける・見通す】
・磁性、磁気、磁極について学習する。
・クーロンの法則とはどのようなものか、またその計についての演習を行う。
【分類する・関連づける・見通す】
・磁界について学習する。

観点
・磁性、磁気、磁極とクーロンの法則について理
解しているか。
・磁界について学習し、それを応用した右ねじの
法則について理解ができているか。

方法
・授業において、出席状況、受ける態度や積極
度、演習の結果などを総合的に判断。
・定期試験の結果。
・ノートや課題等、提出物の状況。

5

1
学
期
期
末

2.電流による磁界
2-1.電流と磁界
2-2.磁気回路

3.磁界中の電流に働く力
3-1.電磁力の大きさと向き
3-2.磁界中のコイルに働く力

【比較する・分類する・関連づける】
・電流と磁界の関係、アンペアの右ねじの法則、電磁石の学習をする。
・電磁回路におけるコイルと電流の関係について、演習を交えて学ぶ。

【関連づける・具体化する】
・電磁力とその大きさや向きについて、フレミングの法則を関連づけるとともに、コイルに働く力
を利用した直流モータの原理を学ぶ。

観点
・電磁回路におけるコイルと電流の関係について
理解しているか。
・フレミングの法則と、直流モータの原理につい
て理解できているか。

方法
・授業において、出席状況、受ける態度や積極
度、演習の結果などを総合的に判断。
・定期試験の結果。
・ノートや課題等、提出物の状況。

7

配当
時数

令和４年度 年間授業計画 東京都立杉並工業高等学校

２年Ａ組・Ｂ組

使用教科書
精選電気基礎 新訂版（実教出版）

使用教材
授業プリント

具体的な指導目標 評価の観点・方法



教科名 機械科 科目名 機械実習 単位数 4

対象学年組・コース

学期 指導内容

授業時数合計 140

３
学
期

ＣＮＣ旋盤

電子工作

原動機

マシニングセンタ

「具体化する　多面的・多角的にみる　見通す　構造化する」
ＣＮＣ旋盤の構造と特徴について。数値制御機械関連の知識をつける。
マシンプログラムの構成と作成技術。プログラムを作成し、作品を切削する。
CAD製図の授業で作成した３Dプリンタの課題と組み合わせる。

「具体化する　多面的・多角的にみる　抽象化する　関連付ける」
半導体の機能と特徴について学習する。増幅回路の基礎を学ぶ。
ディジタルアンプを製作する。ディジタルアンプの性能試験をする。

「順序付ける　分類する　具体化する　見通す　抽象化する　構造化する」
ポンプを利用した、各種流体実験を行う。・直角三角せきによる流量の測定。
・ベンチュリ管による流量の測定。・ポンプの性能試験
汎用ガソリンエンジンの分解組立を行うことにより、機関の構造から原理と機能を理解し、それぞ
れの果たす役割について学ぶ。

「具体化する　多面的・多角的にみる　見通す　構造化する」
ＮＣ加工の概要を学習する。
マシニングセンタのＮＣコード（プログラム）について学習し、演習およびオリジナルプログラム
を作成。
ＰＣにてシミュレーション、そして加工を行う。加工のまとめを行う。

「評価の観点」
授業に参加しようとする意欲が見られるか。
授業に必要な用具の管理ができているか。
全体的な説明の中で，必要な理解ができているか。正確な行
動ができているか。
各ショップの課題に対して適切な技術が身についているか。
必要に応じ意思表示や発問ができているか。
問いかけに対して積極的に答えようとしているか。

「方法」
出席状況，学習状況，レポート，作品等から総合的に判断し
て評価を付ける。

20

１
学
期

オリエンテーション

（年間を通じ次の４ショップを班ごと
にローテーションしながら行う）

ＣＮＣ旋盤

　
電子工作

原動機

マシニングセンタ

本年度行う実習の内容、レポートなどの注意事項、安全教育、ファイルの作成等を行う。

「具体化する　多面的・多角的にみる　見通す　構造化する」
ＣＮＣ旋盤の構造と特徴について。
数値制御機械関連の知識をつける。
マシンプログラムの構成と作成技術。
プログラムを作成し、作品を切削する。
CAD製図の授業で作成した３Dプリンタの課題と組み合わせる。

「具体化する　多面的・多角的にみる　抽象化する　関連付ける」
半導体の機能と特徴について学習する。
増幅回路の基礎を学ぶ。
ディジタルアンプを製作する。
ディジタルアンプの性能試験をする。

「順序付ける　分類する　具体化する　見通す　抽象化する　構造化する」
ポンプを利用した、各種流体実験を行う。
・直角三角せきによる流量の測定。
・ベンチュリ管による流量の測定。
・ポンプの性能試験。
汎用ガソリンエンジンの分解組立を行うことにより、機関の構造から原理と機能を理解し、それぞ
れの果たす役割について学ぶ。

「具体化する　多面的・多角的にみる　見通す　構造化する」
ＮＣ加工の概要を学習する。
マシニングセンタのＮＣコード（プログラム）について学習し、演習およびオリジナルプログラム
を作成。
ＰＣにてシミュレーション、そして加工を行う。
加工のまとめを行う。

「評価の観点」
授業に参加しようとする意欲が見られるか。
授業に必要な用具の管理ができているか。
全体的な説明の中で，必要な理解ができている
か。正確な行動ができているか。
各ショップの課題に対して適切な技術が身につい
ているか。
必要に応じ意思表示や発問ができているか。
問いかけに対して積極的に答えようとしている
か。

「方法」
出席状況，学習状況，レポート，作品等から総合
的に判断して評価を付ける。

48

２
学
期

ＣＮＣ旋盤

　　　　　　　　　　　　　　　　電
子工作

原動機

マシニングセンタ

「具体化する　多面的・多角的にみる　見通す　構造化する」
ＣＮＣ旋盤の構造と特徴について。
数値制御機械関連の知識をつける。
マシンプログラムの構成と作成技術。
プログラムを作成し、作品を切削する。
CAD製図の授業で作成した３Dプリンタの課題と組み合わせる。

「具体化する　多面的・多角的にみる　抽象化する　関連付ける」
半導体の機能と特徴について学習する。
増幅回路の基礎を学ぶ。
ディジタルアンプを製作する。
ディジタルアンプの性能試験をする。

「順序付ける　分類する　具体化する　見通す　抽象化する　構造化する」
ポンプを利用した、各種流体実験を行う。
・直角三角せきによる流量の測定。
・ベンチュリ管による流量の測定。
・ポンプの性能試験。
汎用ガソリンエンジンの分解組立を行うことにより、機関の構造から原理と機能を理解し、それぞ
れの果たす役割について学ぶ。

「具体化する　多面的・多角的にみる　見通す　構造化する」
ＮＣ加工の概要を学習する。
マシニングセンタのＮＣコード（プログラム）について学習し、演習およびオリジナルプログラム
を作成。
ＰＣにてシミュレーション、そして加工を行う。
加工のまとめを行う。

「評価の観点」
授業に参加しようとする意欲が見られるか。
授業に必要な用具の管理ができているか。
全体的な説明の中で，必要な理解ができている
か。正確な行動ができているか。
各ショップの課題に対して適切な技術が身につい
ているか。
必要に応じ意思表示や発問ができているか。
問いかけに対して積極的に答えようとしている
か。

「方法」
出席状況，学習状況，レポート，作品等から総合
的に判断して評価を付ける。

72

配当
時数

令和４年度 年間授業計画 東京都立杉並工業高等学校

３年Ａ組・Ｂ組　Ｓコース

使用教科書
新版機械実習１・２（実教出版）

使用教材
自校作成プリント

具体的な指導目標 評価の観点・方法



教科名 機械科 科目名 機械製図 単位数 2

対象学年組・コース

学期 指導内容

授業時数合計 70

３
学
期

●ねじ込み形玉形弁の製図
・組立図の制作

【順序づける・理由づける・具体化する・関連づける・見通す】
・部品図を全て書き上げたら、トレーシングペーパーを使用して組立図の制作をする。
・レイアウトを的確に決定し、部品全体が用紙に入るように、かつ弁解放の表現部分を想像線で描
けるように工夫する。
・中心線、下書き線、円弧、面取り、実線、寸歩線、記号などを順序立てて、的確に製図できるよ
うにする。
・用紙裏面より色鉛筆でスマッチングし、断面部分を表現できるようにする。

【観点】
・中心線、下書き線、円弧、面取り、実線、寸歩
線、記号などを順序立てて、的確に製図している
か。
・線の太さ、線種など、用途に合わせて的確に表現
できているか。
・組立図のレイアウトが的確にできているか。

【方法】
・授業において、出席状況、受ける態度や積極度、
作品（図面）などから、総合的に判断して評価を行
う。

10

１
学
期

●ガイダンス

●製図通則の確認
・寸法表記
・寸法公差
・表面性状
・材料記号
・勾配、テーパー

●平歯車の製図

●ねじ込み形玉形弁の製図
・部品図の制作

【順序づける・見通す】
・1年間の流れを理解し、計画を立てる。

【比較する・分類する・関連づける・具体化する・多角的、多面的に見る】
・製図をするにあたって、基礎知識としての製図通則を確認し、実際に使えるようにする。
・製図通則を例題に基づいて記載する練習を行う。また、目的に応じたはめあいの実寸（寸法公差
値）の調べ方を学習し、記号とともに実寸を併記する。
・勾配やテーパーの、実寸の計算方法を理解する。

【順序づける・理由づける・具体化する・関連づける】
・平歯車の製図をするにあたり平歯車要目表を理解し、そこから製図に必要な実際の寸法を導き出
せるようにする。
・中心線、下書き線、円弧、面取り、実線、寸歩線、記号などを順序立てて、的確に製図できるよ
うにする。

【順序づける・理由づける・具体化する・関連づける】
・平歯車の製図をするにあたり教科書から、各部品の製図に必要な実際の寸法を導き出せるように
する。
・中心線、下書き線、円弧、面取り、実線、寸歩線、記号などを順序立てて、的確に製図できるよ
うにする。

【観点】
・年間の流れを理解できているか。
・製図通則について、実際の図面制作に活用でき
るように理解しているか。
・歯車要目表から実際の寸法を導き出せるか。
・玉形弁の部品製図に必要な寸法を教科書から導
き出せるか。
・中心線、下書き線、円弧、面取り、実線、寸歩
線、記号などを順序立てて、的確に製図している
か。
・線の太さ、線種など、用途に合わせて的確に表
現できているか。

【方法】
・授業において、出席状況、受ける態度や積極
度、作品（図面）などから、総合的に判断して評
価を行う。

28

２
学
期

●ねじ込み形玉形弁の製図
・部品図の制作
・組立図の制作

【順序づける・理由づける・具体化する・関連づける】
・平歯車の製図をするにあたり教科書から、各部品の製図に必要な実際の寸法を導き出せるように
する。
・中心線、下書き線、円弧、面取り、実線、寸歩線、記号などを順序立てて、的確に製図できるよ
うにする。

【順序づける・理由づける・具体化する・関連づける・見通す】
・部品図を全て書き上げたら、トレーシングペーパーを使用して組立図の制作をする。
・レイアウトを的確に決定し、部品全体が用紙に入るように、かつ弁解放の表現部分を想像線で描
けるように工夫する。
・中心線、下書き線、円弧、面取り、実線、寸歩線、記号などを順序立てて、的確に製図できるよ
うにする。

【観点】
・玉形弁の部品製図に必要な寸法を教科書から導
き出せるか。
・中心線、下書き線、円弧、面取り、実線、寸歩
線、記号などを順序立てて、的確に製図している
か。
・線の太さ、線種など、用途に合わせて的確に表
現できているか。
・組立図のレイアウトが的確にできているか。

【方法】
・授業において、出席状況、受ける態度や積極
度、作品（図面）などから、総合的に判断して評
価を行う。

32

配当
時数

令和４年度 年間授業計画 東京都立杉並工業高等学校

３年Ａ組・Ｂ組　Ｇコース

使用教科書
機械製図（実教出版）

使用教材

具体的な指導目標 評価の観点・方法

11111



教科名 機械科 科目名 機械製図 単位数 2

対象学年組・コース

期間 指導内容

授業時数合計 70

３
学
期

課題の解説
SOLIDWORKSによる課題作成
３Dプリンタの出力

三次元CADのまとめ

「多面的・多角的に見る　順序づける」
各機能を総合的に活用し，課題を作成する手順を理解する。
各機能を総合的に活用し，課題を効率よく正確に作図できるようにする。
「多面的・多角的に考える　比較する　分類する」
各機能を把握し，効率的に活用できるようにする。
各機能を総合的に活用し，課題を完成させる。
３Dプリンタを活用したものづくりを体験させ、先端技術の一部を理解する。

「評価の観点」
授業に参加しようとする意欲が見られるか。
全体的な説明の中で，必要な理解ができているか。
正確な行動ができているか。
ＣＡＤの技術が身についているか。
必要に応じ意思表示や発問ができているか。
問いかけに対して積極的に答えようとしているか。

「方法」
出席状況，学習状況，作品等から総合的に判断して
評価を付ける。

12

２
学
期
中
間

初級CAD検定のまとめ

三次元CADの概要解説
SOLIDWORKSの導入

三次元CADの基本性能の解説
SOLIDWORKSの基礎練習

「多面的・多角的に見る　関連づける」
検定試験結果をもとに出題内容や解答方法に解説し，各自の学習効果をまとめる。
「順序づける　比較する」
三次元CADの仕組みと活用方法について理解する。
SOLIDWORKSの概要を理解し，基本的な操作ができるようにする。
「順序づける　構造化する」
三次元CAD特有の機能を理解し，作図に必要な機能を活用できるようにする。
練習課題を通して，基本的な三次元図形を描けるようにする。

「評価の観点」
授業に参加しようとする意欲が見られるか。
全体的な説明の中で，必要な理解ができている
か。正確な行動ができているか。
ＣＡＤの技術が身についているか。
必要に応じ意思表示や発問ができているか。
問いかけに対して積極的に答えようとしている
か。

「方法」
出席状況，学習状況，作品等から総合的に判断し
て評価を付ける。 16

2
学
期
期
末

三次元CADのアセンブリ機能の解説
SOLIDWORKSのアセンブリの練習

三次元CADの寸法機能の解説
SOLIDWORKSの仕様変更の練習

「構造化する　具体化する　多面的・多角的に見る」
部品を組み合わせるための合致や拘束について理解する。
合致や拘束によるアセンブリができるようにする。

「構造化する　具体化する　関連づける」
部品とアセンブリの関係を理解し，寸法変更による修正の仕組みを理解する。
寸法変更による異なる仕様の作図作成ができるようにする。

「評価の観点」
授業に参加しようとする意欲が見られるか。
全体的な説明の中で，必要な理解ができている
か。正確な行動ができているか。
ＣＡＤの技術が身についているか。
必要に応じ意思表示や発問ができているか。
問いかけに対して積極的に答えようとしている
か。

「方法」
出席状況，学習状況，作品等から総合的に判断し
て評価を付ける。 14

１
学
期
中
間

ガイダンス

CAD関連用語のJIS規格の解説
CADSuperFXの復習

CADシステム・周辺機器用語の解説
製図記号・線の種類の解説
CADSuperFXの練習

授業の進め方の説明。
初級CAD検定の説明。座学と実技の交代制による授業形態の説明。
「分類する　関連づける」
CAD関連用語を理解する。適切なCAD用語を用いた説明ができるようにする。
CADソフトの基本的な操作方法を復習する。課題提出方法などについて理解する。
「関連付ける　多面的・多角的に見る」
CADシステムに関連する機器等の用語と機能について理解する。
検定試験の過去問題の概要について理解する。
機械製図で用いられる各種記号や線の種類について理解する。作図に際し，適切な線が選択できる
ようにする。
検定試験の過去問題を実際に作図し解答できるように練習する。

「評価の観点」
授業に参加しようとする意欲が見られるか。
授業に必要な用具の管理ができているか。
全体的な説明の中で，必要な理解ができている
か。正確な行動ができているか。
ＣＡＤの技術が身についているか。
必要に応じ意思表示や発問ができているか。
問いかけに対して積極的に答えようとしている
か。

「方法」
出席状況，学習状況，作品，中間考査結果等から
総合的に判断して評価を付ける。

14

1
学
期
期
末

座標数値の解説
正投影図・等角図の復習

CADSuperFXの練習

初級CAD検定の練習

「順序づける　具体化する」
原点から図面各点の座標値を正確に算出できるようにする。
三角法に基づく投影図や，等角図の書き表し方を復習する。
「多面的・多角的に見る　順序づける」
検定試験の過去問題を実際に作図し，効率よく正確に解答出来るように練習する。
「多面的・多角的に見る　具体化する」
過去問題を解き，検定試験に必要な知識・技術を身につける。

「評価の観点」
授業に参加しようとする意欲が見られるか。
授業に必要な用具の管理ができているか。
全体的な説明の中で，必要な理解ができている
か。正確な行動ができているか。
ＣＡＤの技術が身についているか。
必要に応じ意思表示や発問ができているか。
問いかけに対して積極的に答えようとしている
か。

「方法」
出席状況，学習状況，作品，期末考査結果等から
総合的に判断して評価を付ける。

14

配当
時数

令和４年度 年間授業計画 東京都立杉並工業高等学校

３年Ａ組・Ｂ組　Ｓコース

使用教科書
機械製図（実教出版）

使用教材
自校作成プリント

具体的な指導目標 評価の観点・方法



教科名 機械科 科目名 原動機 単位数 2

対象学年組・コース

学期 指導内容

授業時数合計 70

３
学
期

第３章内燃機関
第６節ガスタービン
ガスタービンの作動原理，ガスタービ
ンの構造
ターボジェットエンジン，ターボプ
ロップエンジン第５章蒸気動力プラン
ト
第１節蒸気動力プラントのあらまし
基本的な構成と原理
第４節原子炉の原理と構造
原子炉の構成

【順序付ける・比較する・分類する・理由づける・関連づける】
ガスタービンの概要と活用例を理解する。
航空機に用いられているガスタービンの種類と構造を理解する。
蒸気動力プラントの概要を理解し，発電所の基本的な構成となることを理解する。
蒸気発生装置としての原子炉を理解し，原子力発電所における働きを理解する。

【観点】
〇具体的な指導目標に達成できているか。
〇授業への取り組み・積極性
〇問題プリントや授業中の課題をこなして、きちん
と理解しているか
〇授業に参加し、真剣かつ積極的に取り組んだか。
【方法】
〇問いかけに対して積極的に反応したか。質問をし
たか。発言により評価する
〇プリント・ノート提出により評価する
〇中間・期末試験の成績により評価する

16

１
学
期

授業ガイダンス

第１章エネルギーの利用と変換

第１節エネルギー利用の歴史

第２節こんにちのエネルギーと動力

第３節エネルギーの現状と将来

第２章流体機械

第２節流体機械の基礎
圧力，パスカルの原理

第２節流体機械の基礎
絶対圧・ゲージ圧，流量，質量流量，
連続の式

第２節流体機械の基礎
流体の持つエネルギーの導入

【順序付ける・比較する・分類する・理由づける・関連づける】
原動機で学習する内容の説明

授業の進め方と，履修と修得及び評価などについて理解する。

これまで利用されてきたエネルギーの歴史，内燃機関の概要について理解する。

現在利用されているエネルギーの概要と，地球環境への負荷について理解する。

これまでのエネルギーの供給と需要の概要を理解し，今後のあり方について理解する。

圧力とパスカルの原理について理解し，基本的な計算ができるようにする。

絶対圧・ゲージ圧，管路の流体の流れを理解し，流速，流量が計算できるようにする。

管路を流れる質量流量は一定であることを理解し，連続の式を用いた計算ができるようにする。

流体がさまざまな形でエネルギーを持つことを，身近な例を通して理解する。

【観点】
〇具体的な指導目標に達成できているか。
〇授業への取り組み・積極性
〇問題プリントや授業中の課題をこなして、きち
んと理解しているか
〇授業に参加し、真剣かつ積極的に取り組んだ
か。

【方法】
〇問いかけに対して積極的に反応したか。質問を
したか。発言により評価する
〇プリント・ノート提出により評価する
〇中間・期末試験の成績により評価する

24

２
学
期

 第２節流体機械の基礎
圧力のエネルギー，運動エネルギー，
位置エネルギー
ベルヌーイの定理，トリチェリの定理

第４節ポンプ
遠心ポンプ，軸流ポンプ，容積式ポン
プ

第７節油圧装置と空気圧装置
油圧装置，空気圧装置，アクチュエー
タ

第３章内燃機関

第１節内燃機関のあらまし

第３節往復動機関の作動原理と熱効率
行程溶接，圧縮比，ガソリン機関・
ディーゼル機関の作動原理第４章自動
車

第２節自動車の構造と性能

【順序付ける・比較する・分類する・理由づける・関連づける】
圧力のエネルギー，運動エネルギー，重力による位置エネルギーを理解する。

ベルヌーイの定理，トリチェリの定理を理解し，基本的な計算ができるようにする。

流体機械に広く使われているポンプの概要を理解する。

油圧装置，空気圧装置の原理を理解し，活用方法を検討できるようにする。

内燃機関の概要を理解する。

往復動機関の構成要素を理解し，ガソリン機関とディーゼル機関の作動原理を理解する。

自動車における往復動機関の今後について検討できるようにする。

自動車の構造と，ハイブリッド自動車の種類について理解する。

【観点】
〇具体的な指導目標に達成できているか。
〇授業への取り組み・積極性
〇問題プリントや授業中の課題をこなして、きち
んと理解しているか
〇授業に参加し、真剣かつ積極的に取り組んだ
か。

【方法】
〇問いかけに対して積極的に反応したか。質問を
したか。発言により評価する
〇プリント・ノート提出により評価する
〇中間・期末試験の成績により評価する

30

配当
時数

令和４年度 年間授業計画 東京都立杉並工業高等学校

３年Ａ組・Ｂ組

使用教科書
原動機　（実教出版）

使用教材
校内作成プリント

具体的な指導目標 評価の観点・方法

11111



教科名 機械科 科目名 情報技術基礎 単位数 2

学期 指導内容

授業時数合計 70

３
学
期

５．発表資料の作成

６．発表会で発表する

　　【見通す・具体化する】
　○２学期の続きで、発表資料を完成させる。
　○発表の練習(リハーサル)
　○発表本番

【観点】
○Power　Pointによる資料を完成させ、製本する
ことができる。
○発表の練習。Powe　rPointの操作ができる
○発表会で発表できる。

【方法】
○授業への参加状況
○発表会で発表できる。

10

１
学
期

＜1.産業社会と情報技術＞
○情報と生活

○情報化の進展と産業社会

○情報化社会の権利とモラル

○情報のセキュリティ管理

＜２.コンピュータの操作とソフトウ
エアの利用＞

（１）Ｗｏｒｄによる文書作成

（２）Ｅｘｃｅｌによる表計算とグラ
フの作成

（３）期末考査

（４）プレゼンテーションソフトを
使って、発表資料を作る練習

　　　　　　　【関連づける・比較する・具体化する】
○情報技術が、私たちの日常生活とどう関わりを持っているか考えさせる。
○産業社会で、コンピュータがどう利用されているか、ＣＮＣ工作機械やＦＡ・ロボットなどによ
る生産工程との関りを理解させる。
○情報化の進展と普及により、著作権や産業財産権（特許権等）やモラルの重要性を理解させる。
○インターネットを使った犯罪が近年増加している。自分が知らないうちに加害者や被害者になら
ないように注意することの重要性を理解させる。

【順序付ける・具体化する・構造化する】

○Ｗｏｒｄによる、書式設定・段落設定ができる。
○フォントの変換や文字サイズの変換ができる。
○図形やイラスト・写真の挿入ができる。
○文章に網掛けや色付け、下線などを加工できる。
○案内状の作成ができる。

○Ｅｘｃｅｌを使って、表計算やグラフの作成などができる。
○表を作ることができ、データを入力することができる。
○合計・平均・人数や回数が関数を使って求めることができる。
○最高点・平均点・最低点・合格・不合格などを関数を使って求めることができる。
○データを使って、様々なグラフを作ることができる。

 

〇Power　Point　を使って、自己紹介用の発表資料を作る。

【観点】
○授業中に説明したことへの理解
○コンピュータの利用や活用の状況を理解
○コンピュータ犯罪・セキュリティーについての
理解。

【方法】
①出席状況
②授業態度
③作成したデータの提出・完成状況
④提出物

【観点】
○Ｗｏｒｄを使って基本的な文章の作成ができ
る。
○Ｗｏｒｄの機能を使うことができるか。
○地図や写真・イラストなどを入れた案内状が作
成できるか。

○Ｅｘｃｅｌを使って、簡単な表を作り、それを
もとに合計や平均を求めることができる。
○関数を使って最高・平均・最低・合格・不合格
等を求めることができる。
○見やすい、表やグラフを作ることができる。

【観点】
○C言語の流れ図を描くことができる。
○C言語の基本的な言語を理解できる。
○C言語の簡単なプログラムを作ることができる。

【方法】
①出席状況
②授業態度
③作成したデータの提出・完成状況
④提出物

24

２
学
期

＜３．C言語のプログラム＞
　（１）流れ図を描く

　（２）簡単なプログラム

（３）Ｃ言語プログ３ムの起動
　　　と確認・修正

４．Power Pointを使って、進路体験
の資料を作る　　　　　。

【順序づける・構造化する】
１．まず各プログラムの流れ図を作り、順序だて構造化する。

【分類化する・具体化する】
１．Ｃ言語を使いプログラムを作るための各種関数を分類化し、その意味を理解させる

２．各種プログラムを作り、動作させることができる。不具合がある場合は、その部分　を修正す
ることができる。

Ｃ言語のプログラム・・・・各プログラムができたら、実行をし、エラーが出たら修正ができる。
（１）for文
（２）while文
（３）do～while文
（４）多重ループ
（５）一次元配列
（６）データ検索
（７）データの最大値
（８）データの並べ替え
（９）文字列の取り扱い
（１０）関数の利用＜１＞
（１１）関数の利用＜２＞

【具体化する・関連づける】
４．Power　Pointを使った資料を作る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
Power　Pointを使って、自分の進路体験をまとめ、発表する資料を作る。
○自分の進路（就職か・進学か）を決めるまで　　　　　　　　　　　。
○会社や学校を選んだきっかけや理由　　　　　　　　　　　　　　　、
○自分が選んだ理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
○進路活動でどんなことをしたか。　　　　　　　　　　　　　　　　。
○入社試験・入学試験の内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
○面接でどんなことお聞かれたか。　　　　　　　　　　　　　　　　。
○入社後・入学後どのようにしたいか・抱負など　　　　　　　　　　。

【観点】
○Ｃ言語のプログラムの特徴を理解できる。
○プログラムを作り、実行するできる。
○プログラムの不具合を修正できる。
○プログラムを保存し、提出できる。

【方法】
①出席状況
②授業態度
③作成したプログラムの提出状況

【観点】
○Power Pointを使って、自分の進路体験をまとめ
る資料が作成できたか。
○発表用資料を保存・提出できたか。

【方法】
①出席状況
②授業態度
③作成したプログラムの提出状況

36

配当
時数

令和４年度 年間授業計画 東京都立杉並工業高等学校

３年Ａ組・Ｂ組　Ｓコース

使用教科書
　情報技術基礎　新訂版（実教出版）

使用教材
　校内作成プリント

具体的な指導目標 評価の観点・方法



教科名 機械科 科目名 機械工作 単位数 2

対象学年組・コース

期間 指導内容

授業時数合計 70

３
学
期

第６章　切削加工

第２節　フライスによる加工

第３節　穴あけ

【関連付ける/具体化する】
実習での経験から加工特性を理解させる。

【比較する】
旋盤加工とフライス盤加工との相違点から加工法を比較し考えさせる。

【比較する】
ボール盤での穴あけとその他の機械での穴あけ作業との効率や精度等を比較し考えさせる。

【観点】
①旋盤とフライス盤の加工特性を理解している
か。
②各工作機械での穴あけの特徴について理解して
いるか。
③実習で学んだことを改めてまとめることができ
るか。

【方法】
①出席状況
②授業態度
③提出物
④定期考査の得点等で総合的に判断する。

8

２
学
期
中
間

第５章　塑性加工

第１節　素材加工

【関連付ける/具体化する】
塑性加工の概要を理解させる。

【比較する/具体化する】
熱間圧延と冷間圧延の加工法の違いを比較する。

【比較する/具体化する】
熱間圧延と冷間圧延の製品の違い等を比較する。

【観点】
①塑性加工の概要を理解しているか。
②板材や棒材の圧延の仕組みについて理解してい
るか。
③押出し・引抜き加工について理解しているか。

【方法】
①出席状況
②授業態度
③提出物
④定期考査の得点等で総合的に判断する。

18

２
学
期
期
末

第５章　塑性加工

第２節　成形加工

第６章　切削加工

第１節　切削による加工

【関連付ける/具体化する】
塑性加工の概要を理解させる。

【比較する/具体化する】
熱間圧延と冷間圧延の加工法の違いを比較する。

【比較する/具体化する】
熱間圧延と冷間圧延の製品の違い等を比較する。

【関連付ける/具体化する】
切削加工の概要について理解させる。

【比較する/具体化する】
各切削加工等と比較する。

【観点】
①せん断加工や曲げ加工について理解している
か。
②深絞りや鍛造、射出成形、粉末治金について理
解しているか。
③切削加工に関する概要を理解しているか。

【方法】
①出席状況
②授業態度
③提出物
④定期考査の得点等で総合的に判断する。

16

１
学
期
中
間

第３章　鋳造

第１節　鋳造法と鋳型

第２節　鋳物材料の溶解

【関連付ける/比較する/具体化する】
各種の鋳造法と鋳型を取り上げ、鋳造の基本となっている物理的・化学的原理をもとに鋳造の基本
的な原理を理解させる。

【比較する/関連付ける】
各鋳造法の違いや特徴等を比較。

【関連付ける】
他の機械加工法と関連つける。

【観点】
①鋳造法の概要について理解しているか。
②各鋳造法の特徴等について理解しているか。
③鋳造品の評価等について理解しているか。

【方法】
①出席状況
②授業態度
③提出物
④定期考査の得点等で総合的に判断する。

14

１
学
期
期
末

第４章　溶接・接合

第１節　溶接

第２節　接合

【関連付ける/比較する/具体化する】
材料を溶かして溶接・接合・切断方法、機械的に接合する方法を取り上げ、その原理・方法を理解
させる。

【比較する/関連付ける】
各溶接法の概要を踏まえ使用箇所等を比較する。

【比較する/関連付ける】
ろう接、接着剤による接合等と溶接を比較する。

【関連付ける】
他の機械加工法と関連付ける。

【観点】
①溶接法の概要について理解しているか。
②各溶接・接合法の特徴と使用法について理解し
ているか。
③状況に応じた溶接・接合法を考えられるか。

【方法】
①出席状況
②授業態度
③提出物
④定期考査の得点等で総合的に判断する。

14

配当
時数

令和4年度 年間授業計画 東京都立杉並工業高等学校

３年Ａ組・Ｂ組　Ｇコース

使用教科書
新機械工作（実教出版）

使用教材

具体的な指導目標 評価の観点・方法



教科名 機械科 科目名 電子機械 単位数 2

対象学年組・コース

期間 指導内容

授業時数合計 70

３
学
期

PCの制御言語 【分類する/比較する】
１学期で学んだシーケンス制御と結び付けて、ラダー言語を学ぶことで簡単な制御プログラムを理
解させる。

観点
・各要素の違いを理解しているか
・適切に動作を表現できているか
・意欲的に取り組んでいるか

方法
・授業中の発問や演習問題、課題提出
・振り返りシートの活用

16

２
学
期
中
間

センサの信号の取扱い
機械量を検出するセンサ
物体を検出するセンサ

【分類する/比較する】
温度センサや加速度センサなどのセンサの種類と使用用途、原理について理解する。

【関連付ける/理由付けする】
機械設計・機械実習などの総合的な関連も考慮し、電子機械に関する基礎的・基本的な知識と技術
を習得させる。

観点
・各要素の違いを理解しているか
・適切に各要素を表現できているか
・意欲的に取り組んでいるか

方法
・授業中の発問や演習問題、課題提出
・振り返りシートの活用

16

2
学
期
期
末

シーケンス制御回路の基礎 【分類する/比較する】
電動機の動作を理解しやすくするためにシーケンスを学ぶことで、電子機械の制御を理解する

【関連付ける/理由付けする】
シーケンス制御を用いて、エレベータなどの制御の仕組みを理解する

観点
・各要素の違いを理解しているか
・適切に動作を表現できているか
・意欲的に取り組んでいるか

方法
・授業中の発問や演習問題、課題提出
・振り返りシートの活用

14

１
学
期
中
間

身近な電子機械
電子機械に必要な技術
機械の機構と運動の伝達

【分類する/比較する】
電子機械の構成要素である、センサ、アクチュエータ、制御器（コンピュータ）の基礎的な知識や
自動化技術、システム設計の基礎的な事項を理解する。

【多面的に見る/関連付ける】
日常目にする電子機械の構成について考えることができる。

観点
・各要素の違いを理解しているか
・適切に各要素を表現できているか
・意欲的に取り組んでいるか

方法
・授業中の発問や演習問題、課題提出
・振り返りシートの活用

12

1
学
期
期
末

機械の機構と運動の伝達
アクチュエータの種類・原理

【分類する/比較する】
モータやシリンダなどのアクチュエータの種類と原理について理解する。

【関連付ける/理由付けする】
機械設計・機械実習などの総合的な関連も考慮し、電子機械に関する基礎的・基本的な知識と技術
を習得させる。

観点
・各要素の違いを理解しているか
・適切に各要素を表現できているか
・意欲的に取り組んでいるか

方法
・授業中の発問や演習問題、課題提出
・振り返りシートの活用

12

配当
時数

令和4年度 年間授業計画 東京都立杉並工業高等学校

３年Ａ組・Ｂ組　Ｓコース

使用教科書
電子機械 (実教出版)

使用教材
プリント

具体的な指導目標 評価の観点・方法



教科名 機械科 科目名 デザイン技術 単位数 2

対象学年組・コース

学期 指導内容

【方法】

【方法】

【観点】

文字のデザイン

【方法】

【観点】

授業時数合計 70

●紙による折り紙製作をとおして、順序化を分からせる。

表現の技法 ●薄箔銅板による折り鶴は、通常の折り鶴とは根本的に製法が異なり、型紙による練習を繰り返す必要があ
る。

●銅板では、折り曲げ方法について、どの様な工具を用いるか丁寧に説明し、製作する。

●製作方法を理解して、正確に薄箔銅板を曲げることが出来
ているか。完成した薄箔銅板の折り鶴の見栄えがよいか。

●ロゴタイプで新たに書けることが出来るか。

３
学
期

【多面的・多角的に見る・具体化する・順序づける】

8

●薄箔銅版を使用して、折り鶴を作らせる。 授業中の取り組み方や、ものづくりとデザインの理解度、提出
物などをもとにして評価する。
授業態度、出席状況なども加味して総合的に判断する。

平面構成

二点透視図法 二点透視図法は、消失点が図面の中にない場合で、上記との違いを図示することにより理解させる。

●一点透視図法共に各自の創造性を基に作品を着色まで行い、完成させる。
●一点透視図法の奥行きや構成を理解できているか。

●文字デザインにて、レタリング技法・ロゴタイプの描き方習得する。また、日常使用されているロゴタイプを
各自で創造し、作成する。 ●アイレベル（目線）をどこにすべきか。位置の相違がもたら

す図面構成の相違を理解できたか。

●文字デザインの種々の方法を理解し、書けるか。

２
学
期

【多面的・多角的に見る・理由づける・具体化する】

38

一点透視図法
●一点透視図法および二点透視図法、文字のデザインなどを中心に作品を作成させる。

授業中の取り組み方や、ものづくりとデザインの理解度、提出
物などをもとにして評価する。
授業態度、出席状況なども加味して総合的に判断する。

●一点透視図法は、画面の中に建物など自分に対して平行な面があるときや、奥行きを出したいときに使用
する。ひとつの点に線が放射線状に集まる構図が特徴である。この線が収束する点を消失点といい、基本と
なる。

●一点透視図法で大切なことは、消失点を意識し、必ず目線上に設定する。

●描きたい図によって、右側から見ている状態、左側から見ている様子など、いろいろな角度で見た構図が
ある。

●２班編成とすることで、より基本的な学習内容を重視することにより、その理解を確実なものとする。
●視覚から図面化する過程で、正しく造形を理解できている
か。

●いままで学習してきた製図の知識・技能を基本とし新たに等角図、テクニカルイラストレ－ションを中心に
斜眼紙に立体図を書かせる。

●色々な図示法にて正確に書き示すことが出来るか。

●生産方法・材料等、何をどの様に用いて加工生産出来る
か、理解できているか。

●斜投影図法、スケッチ等を取り入れ、立体図から第三角法図面へと描かせていく。

１
学
期

24

デザインとは 【分類する・多面的・多角的に見る・構造化する】
●工業高校で学ぶものづくり学習に関連づけるため、デザインの基礎から専門分野までを習得させる。
●造形上の美的原理、各種製品の成り立ち、構造、色彩、材料、加工方法等について理論と実技を通して
学習する。

授業中の取り組み方や、ものづくりとデザインの理解度、提出
物などをもとにして評価する。
授業態度、出席状況なども加味して総合的に判断する。

デザインの領域 【分類する・多面的・多角的に見る・構造化する・具体化する】
実技も取り入れたデザイン技術を各専門分野に展開できる能力を育てる。

生活用具のデザイン ●少人数制の指導を活かし、１班は、基本的学習内容に加えて応用例等を紹介してより発展的な学習内容
とすることで、多面的・多角的に見る能力を養う。

【観点】

使用教材
自校作成プリント

具体的な指導目標 評価の観点・方法
配当
時数

令和4年度 年間授業計画 東京都立杉並工業高等学校

３年A組・B組　Gコース

使用教科書
デザイン技術（海文堂出版）


