研究報告

新型コロナウイルス禍における工業高校ならではの
学びをさらに豊かなものとするために
～社会に開かれた教育課程の実現に向けた川越工業高校の取組～
埼玉県立川越工業高等学校
教頭

髙橋

勉

１ はじめに
本校は、染織の町川越の熱い要請を受け、明治４０年に埼玉県立川越染織学校として設置が認可
され、今年度創立１１４年を迎える県内で最も伝統のある工業高校である。昭和２３年に埼玉県立川
越工業高等学校と改称され、昭和３３年に定時制の課程が併設された。その後、昭和６２年に繊維工
学科が繊維デザイン科に学科転換し共学となり、平成３年には工業化学科、建築科、機械科、電気科
が共学になった。現在、全日制課程には、デザイン科、化学科、建築科、機械科、電気科の五科が設置
され、定時制課程には、工業技術科（機械類型、電気類型）
、普通科を設置する大規模工業高校である。
（https://kawagoe-th.spec.ed.jp/）
２ 社会に開かれた教育課程の実現に向けて
新学習指導要領では、
「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る」という目標を共有し、社会
と連携 ･ 協働しながら、未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む「社会に開かれた教育課程」
の実現を目指している。社会に開かれた教育課程の三つのポイントの一つに「地域と連携・協動しな
がら目指すべき学校教育の実現」が示されている。新学習指導要領が目指す「社会に開かれた教育課
程」の理念は、産業教育振興法の主旨であり、工業高校をはじめとする専門高校にとっては、一層充実
させていかなければならない大切な理念であるとともに、必ず実現させなければならない目標である。
工業高校は、これまでも「開かれた学校づくり」のもと、日頃から地域社会をはじめとする外部機関等
と様々な連携に取り組み、これからの新しい時代を切り拓いていく生徒たちに、キャリア教育の視点
からの「たくましく生き抜く力」や「豊かな心」を育んできた。
本校では、
「社会に開かれた教育課程」の一つとして、十数年前に高校生が地域の子供たちの先生に
なって「夏休み工作教室」を開催した。この活動が、本校の地域連携の始まりとなり、現在では、地域
自治体を始め、企業、商工会議所、大学等と幅広く連携を進め、この地域連携が本校の大きな特色と
なっている。生徒が先生となって行う「ものづくり教室」は、生徒自らが持つ知識や技術が社会のため
に役立てることができるということを実感したり、ものづくりの先には人がいるということに気づい
たり、
「教うるは学ぶの半ば」の如く、他者に教えることを通して、理解不足の点を生徒自らの学びを
より深く豊かなものするとともに、地域から信頼される学校づくりにつながる重要な取組であり、今
後も工夫改善を重ね一層充実させていかなければならない連携の手段である。
新型コロナウイルス感染症の爆発的な感染拡大による未曾有の事態によって、社会が大きく変化す
る中、本稿では、令和３年度、４年度における取組をいくつか紹介する。
３ 地域社会との連携
（1）SDGs アクションフェスタ
令和３年１０月、
「SDGs アクションフェスタ」では、来場の子供たちに五学科の生徒が先生となっ
て各科の特色を生かした「SDGs ものづくり教室」を行った。
SDGs FIVE SYNERGY をテーマにデザイン科は、３Ｄプリンタとレーザー加工機で製作したかわ
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いいスタンプを押してオリジナルのエコバック作り「エコバックを作ろう！」
。化学科は、燃料電池の
エネルギーとなる水素の実験「燃料電池体験」
。建築科は、実習等で使用した木材の古材を再利用し
た「木製しおり作り」
。機械科は、３Ｄプリンタで作るネームプレートキーホルダー作り「デジタルも
のづくり」
。電気科は、
「太陽光発電」を電源とした７セグＬＥＤルーレットづくり。また、英語科教員
による SDGs に関連した本校の学校紹介を紙芝居にして英語で行った。
「SDGs アクションフェスタ」のオープニングでは、令和２年度に東京大学生産技術研究所設立７０
周年事業の大漁旗プロジェクト（大漁旗プロジェクトは、SDGs と最先端の科学・技術の視点で「ま
ちづくり」を捉える機運を全国で高めることを目的に、日本各地が誇る魅力とビジョンを描いた大漁
旗（FutureFlag）を自治体ごとに制作し、東京大学安田講堂にたなびかせるプロジェクト）において、
川越市と連携してデザイン科が川越市の SDGs の取組と川越市の魅力をイメージして制作した「大漁
旗」を川越市に贈呈するセレモニーを行っていただいた。
時間的制約や対面による直接的な対話や指導は必要最小限に止めなければならないなど、様々な
制約が課せられたが、その分生徒たちはできることややらなければならないことを意識し、考えなが
ら自主的・主体的に取り組んでいた。参加した生徒や教員からは、コロナ禍でも工夫した取組は「ピ
ンチはチャンス」であることを理解することができた。様々な制約がある中で、仲間と一緒にできた
活動は、とても楽しく取り組めた。など感想が寄せられた。

SDGs アクションフェスタの様子

SDGs アクションフェスタの様子

デザイン科 SDGs エコバックを
作ろう！

「大漁旗」贈呈セレモニーの様子

(2) まるひろ文化祭
令和４年５月、地域の百貨店と連携したものづくり教室「まるひろ文化祭」が２年振りに開催され、
化学科生徒による液体窒素の「サイエンスショー」や来場の子供たちに五学科の生徒が先生となって
各科の特色を生かした「ワークショップ」を行った。デザイン科は、クラフトテープを編んで作る「ク
ラフトペン立て作り」
。化学科は、瓶に花や貝、色砂などとオイルを入れて作る「インテリアボトル作
り」
。建築科は、実習等で使用した木材の古材を再利用した「木製しおり作り」
。機械科は、３Ｄプリン
タで作るネームプレートキーホルダー作り「デジタルものづくり」
。電気科は、ブレットボードにセン
サーとＬＥＤを配線して暗いと光る「クライトライト作り」
。
２年振りの「ものづくり教室」ということもあり、生徒も教員もいきいきと楽しく取り組めた。何よ
り来場者の皆様に喜んでいただけたことが何よりも嬉しいことであった。
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建築科ワークショップ

電気科ワークショップ

化学科サイエンスショー

化学科ワークショップ

４ おわりに
本稿で紹介した取組は、
「社会に開かれた教育課程」を現実のものとする取組の１つであり、工業高
校ならではのアクティブ・ラーニングの視点による「主体的・対話的で深い学び」につながる教育活
動であると考える。
新型コロナウイルス禍に限るものではないが、これからの教育活動において、教員は答えではなく
生徒が思考するために必要な情報を適切に提供するとともに、生徒が活動するために必要で安全な環
境を提供する支援者となり、教えすぎることなく、生徒同士が対話的・主体的な活動が自然に行われ
るよう、授業改善に努めていかなければならないと考える。
新型コロナウイルス禍は、学校教育を進めるにはあまりにも強い逆風であり、まさにピンチの状況
であると言える。しかし、公共の安全、健康、福祉のために有用な事物や快適な環境を構築すること
を目的とする工学の精神を持つ工業高校において、この逆風は帆のかけ方を変え追い風できる絶好の
チャンスであり、大きな飛躍への契機になるはずである。
今後もさらに地域と連携・協動し、
「社会に開かれた教育課程」の実現に向けて取り組み、教職員
が一丸となって、変化の激しいこれからの社会と生きる生徒たちに必要な資質・能力は何かを整理し、
その育成に向けた教育内容や学習・指導改善、生徒の発達を踏まえた指導、学習評価の在り方などを
研究し、魅力的な工業教育をさらに進めていきたいと考えている。
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都立工業高校の移り変わり

１

全国工業高等学校長協会付属工業教育研究所

主任研究員

橋本

広明

はじめに
平成９年９月、東京都教育委員会は都民の期待に応えるため、都立高校の課題に対応し、今後の
展望を明らかにする都立高校改革の総合的な計画として、
「都立高校改革推進計画」を策定した。
この計画は、平成９年度から平成 18 年度までの 10 年間を計画期間としており、都立高校の規模
と配置の適正化については平成 23 年度までを視野に入れ、平成９年度から平成 18 年度までに着手
するものを計画化したものである。
また、この計画には計画期間おける改革の方向と道筋を示す「長期計画」と、当面の具体的な実
施のための３か年の「実施計画」が定められており、この計画によって都立工業高等学校等の大規
模な発展的統合が始まった。
筆者は、平成 11 年４月１日から２年間、都立高校改革推進計画に基づき設置された「世田谷地
区チャレンジスクール開設準備室」において、後の東京都立世田谷泉高等学校の開校準備に携わっ
た経験に基づき、都立工業高校の移り変わりについて振り返ることとした。

２

新しいタイプの都立高校の設置計画
都立高校改革推進計画が策定され、新たに総合学科高校や産業高校等が誕生したことにより、平
成 11 年度に 28 校あった都立工業高校は、現在 18 校（内２校は定時制課程のみ設置）に減少して
いる。下表は、工業高校が母体校となり、新たに開校した高校である。なお、表中に※印を記した
７校は、設置学科が工業科ではないが、公益社団法人
とする）の会員校となっている学校である。

〔都立工業高校の変遷〕
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全国工業高等学校長協会（以下、全工協会

３

工業高校の全国的な傾向
全工協会では、毎年４月１日付で「学校要覧」の作成についての文書を発出し、各会員校に５月
１日現在の管理職等の情報、学科情報及び課程別教職員情報等を、WEB 上から登録及び編集して
いただいている。
学校要覧に掲載されたデータを基に、全工協会の会員校に占める総合学科高校の割合を算出する
と、令和４年度（会員校数 586 校）は国公立高校で 14.6％、私立高校で 7.4％となっており、平成
13 年度（会員校数 653 校）が国公立高校で 3.6％、私立高校で 2.9％であったことと比較すると、約
20 年の間に全国的にも工業高校から総合学科高校への再編が進んでいることがわかる。
下図は、全工協会会員校における総合学科高校の割合を、都道府県別に比較したものである。
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【全工協会会員校における総合学科高校の割合】
【全工協会会員校における総合学科高校の割合】
４

おわりに
令和元年 12 月、東京都教育委員会は、Society5.0 への対応など、これからの社会で活躍できる人
材の育成に向け、工業高校に求められる新たな役割やその実現に向けた方策及び工業高校の将来像
等について検討することを目的に、
「高度ＩＴ社会の工業高校に関する有識者会議」設置した。
また、令和４年２月、東京都教育委員会は同会議の提言を受け、Society5.0 を支える工業高校の
実現に向けた戦略プロジェクトとして「Next Kogyo START Project」を策定した。
このプロジェクトには、①ＤＸ人材育成等に向けた先進的な工業高校の実現、②未来を切り拓く
教育内容・指導法の展開、③生徒が躍動する研究機会の創出、④魅力の向上・発信が示されており、
特に④には工業高校の名称の変更も挙げられていることから、平成９年９月に策定された「都立高
校改革推進計画」に次ぐ都立工業高校の大きな改革になることが想定される。
工業立国である日本にとって、優秀な若手技術者の育成は喫緊の課題であり、今後、工業高校の
必要性や魅力が高まることで入学希望者が増え、活性化することを期待したい。
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２０２２年

第３２回工業教育全国研究大会

研究発表希望者募集

第３２回工業教育全国研究大会は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い中止とします。
しかし、工業科での教授法、教材開発等は、どのような状況下にあっても進めなければなりません。
研究・研修活動を第３２回工業教育全国研究大会資料に掲載し、工業教育関係者に提示します。
研究発表の投稿をお願いします。
第３２回全国研究大会研究発表希望者の募集。( 申込締切
１

2022 年 10 月 10 日 )

発表希望者は、正会員はじめ学校教職員だけでなく、生徒・卒業生、企業の方、ＰＴＡの方でも
結構です。
第 1 分科会

学会論文発表、

第 2 分科会

第 4 分科会

課題研究、 第 5 分科会

学会論文発表、

第 3 分科会

工業教育の活性化、

個性化・特色化教育

２

研究発表申込書に氏名・所属・研究テーマを記載し提出ください。原稿依頼状を発送します。

３

発表書式は、Ａ４用紙２枚程度、２段組みです。原稿依頼時に詳細をご連絡します。

２０２２度

第３２回工業教育全国研究大会

研究発表申込書

日本工業教育経営研究会
会

長

長田

利彦

日本工業技術教育学会
会

長

早川

信一

２０２２年
研究発表申込者

２０２２年度

第３２回工業教育全国研究大会

月

日

氏名

研究発表を次の内容で申し込みます。

発表テーマ
（職名）発表者氏名

（

自宅住所

〒

自宅ＴＥＬ・ＦＡＸ

ＴＥＬ

）
ＦＡＸ

所属名
所在地

〒

ＴＥＬ・ＦＡＸ

ＴＥＬ

発表分科会

第１希望

発 表 要 旨（35 字 × 6
行 10.5 ポ イ ン ト で
印字したものを貼付
してください）
○

ＦＡＸ
第

分科会

第２希望

第

分科会

E-mail：

学校等の組織で取り組んだ報告は、所属長の承認を得てください。

所属名：
送り先：

所属長：職名
日本工業教育経営研究会事務局長
〒 274-0815

  菊池

氏名
貞介

千葉県船橋市西習志野４－１６－１４

E-mail：kikukatei@gmail.com
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印

編集後記
令和４年度 (2022) 工業教育全国研究大会は、新型コロナウイルス感染症の影響で中止となりまし
た。
会員の皆様には、コロナ感染症対策や新学習指導要領に伴う教育課程の改善に向け日々多大な業務
に向け尽力されていることと推察しています。
このような中でも日本工業教育経営研究会・日本工業技術教育学会は、工業科教育に対す教材開発
や学校経営に対する示唆を提供し続けなければなりません。
本年度も理事会・総会は、開催出来ませんが先生方に多くの教育情報を提示できるように努めてい
ます。
第３２回工業教育全国研究大会での研究発表申込を期待しています。過去の教材開発研究や教科指
導の問題点など多くの研究活動が紹介出来ればと考えています。
今後の活動ですが令和４年９月に第５６号会報、１１月には第３２回工業教育全国研究大会資料、
令和５年３月には日本工業技術教育学会誌第２８巻の発行を行います。
日本工業教育経営研究会新会長として

棟方克夫

先生

を迎えました。又、日本工業技術教育学

会の役員も若返りを図りました。
３０周年記念誌は、令和４年１２月に発行します。３０周年記念式典は、１２月１０日（土曜日）に
開催される関東支部総会での教育教育懇談会で行う予定です。
会費の納入方法を銀行口座振込に変更しました。
本研究会・学会が進めている日本の技術・工業科教育の実践に向けた新たな活動が求められていま
す。会員各位のご支援ご協力を願って居ります。
事務局長

菊池

貞介

日本工業教育経営研究会・日本工業技術教育学会ホームページ：http://www.industrial-ed.jp

第５６号会報
［会費納入先］
三井住友銀行
普通

口座番号

［発行者］
高田馬場支店

日本工業教育経営研究会

会長

長田利彦

０６６１１６７

日本工業技術教育学会

会長

早川信一

加入者名：日本工業教育経営研究会事務局

〒 274-6815 千葉県船橋市西習志野 4-16-14
TEL/FAX
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047-465-3016

