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１ はじめに 

  私は、これまで 16 年間教員として高校の理科教育に携わってきた。中でも物理教育について

多くの時間を費やし、生徒と共に過ごし自分自身が物理を学ぶ中で、特に最近感じていること

は物理学と実社会とのつながりの重要性についてである。自分自身の教授法を振り返り、物理

の理論が社会の中で何に使われているのかを口頭で伝えはするものの、生徒にとって身近では

なく、自分事になっていないことを感じていた。生徒が日々慣れ親しんで使っている科学技術

も、実は生徒にとって遠い世界なのである。学んだことがどのように社会で活かされているの

かを身近なこととしてもらいたい、これから多くのことを学ぶ中で生徒自身の創造が世界を変

える可能性があることを自分事としてもらいたい。これがこの授業づくりの始まりであり、授

業改善への情熱である。 

平成 30 年 3 月に公示された高等学校学習指導要領＊１では求められる資質・能力とは何かを

社会と共有し、連携する「社会に開かれた教育課程」を重視することが明言されており、理科

においては探究活動を通じて生徒が理科の面白さを感じたり、理科の有用性を認識したり、科

学技術との関連に触れることの重要性が示されている。「科学をどう教えるか」＊２の中でも物理

がいかに我々の役に立つかを深く理解するうえで、現実世界とのつながりを学ぶことはきわめ

て重要であると示されている。また、総合的な探究の時間においては地域素材を積極的に活用

し、外部と連携することが期待されている。理科においても外部と連携し実社会と結びつけて

いくことは重要な視点であり、「学びを深める場」として新たな教育価値を創造できると考えた。 

 

２ 授業づくりの目標 

授業づくりの目標は以下のとおりである。 

学習内容を地域企業が持つ技術と関連させることによって、学習内容が社会ではどのように

生かされているのかについて明確にし、地域企業と共に生徒の科学的な見方・考え方・主体的

に探究する能力を育む方法を探り、その授業方法を確立する。また、実社会における物理学の

応用例等を企業の技術者から直接聞くことにより生徒が科学技術を身近な自分事として捉え、

理科に対する学びの意義や有用性を実感し、生徒の「深い学び」に向かう姿勢を養う。 

授業を計画する際に留意した点は、企業の技術者を招聘し製品の紹介をするなど、ただのイ

ベント的な授業にならないようにしたことである。技術者を巻き込み「共に創る」授業にこだ

わった。そのためには、学校ではどのようなことをどのように教えているのかを企業側に開き、

企業の持つ科学技術とどう関連付けるの

かを企業と共に練り上げ、授業改善につ

なげる必要がある（図 1）。手間暇がかか

ることは必至であり、このようなことを

受け入れてもらえる企業があるのか、甚

だ疑問ではあったが、こうして平成 31 年

4 月に授業づくりの構想が始まった。 
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図 1：学校と地域企業の連携イメージ 



３ 授業づくりに向けて 

（１）始動 

  本県には、積層セラミックコンデンサーで世界 No.1 のシェアを誇る村田製作所の生産・開発

拠点である福井村田製作所がある。一方、本校では 3 年生の 4 月から物理で電磁気分野の学習

が始まるため、電磁気分野で重要な素子であるコンデンサーについて福井村田製作所と連携し

た授業づくりができないか考えた。まずは私自身の知識や理解を深めたいという思いから、令

和元年 5 月に福井村田製作所に連絡をとり、協力を仰ぐことにした。もともとコネクションも

何も持ち合わせていなかったが、駄目で元々という考えで人事部に連絡をした。すると、たま

たま人事部の高木さん（元技術者で現在、再任用）とつながり、授業の相談をさせていただけ

ることとなった。早速、福井村田製作所でお話を伺えることとなり、物理の教科書を片手に高

木さんを訪問した。私は高校でどのようにコンデンサーの学習を進めているかを説明し、高木

さんからは積層コンデンサーの電子機器内における役割や作り方について説明を受け、実物の

製品（図 2）を見せていただいたり、分解したスマートホンに何百ものコンデンサーが使われて

いるのを見せていただいたり、製作に使われているセ

ラミックのシートを見せていただいたりした。積層セ

ラミックコンデンサーの小ささ、スマートホンの中に

700 個を超える小さいコンデンサーが詰め込まれて

いること（図 3）、積層セラミックコンデンサーの材料

であるセラミックシートの薄さ、積層セラミックコン

デンサーの原理などを知り、理解したあのときの驚き

と感動は忘れることはできない。その驚きと感動を生

徒にも伝えたいという思いで、高木さんとの授業づく

りが始まることとなった。 

 

（２）授業の構想・準備 

  通常、高校の物理では同じ面積の 2 枚の金属板が平行に置かれた平行板コンデンサーが扱わ

れる。最初にクリアカップとアルミホイル（金属板）で作ったコンデンサー（図 4 中の写真：

蓄えた電荷を人間が手をつないで輪を作って触れると電荷が流れ、静電気の「パチッ」が体感

できることから百人おどしとも呼ばれる）を使って生徒にコンデンサーの仕組みをイメージさ

せようと考えた。さらに、コンデンサーと手回し発電機、豆電球、LED を用いてコンデンサー

の蓄電・放電の様子を探る探究活動を行い、コンデンサーの単元の導入とした（図 4）。  

その後は教科書に従い単元の学習を進めるこ

ととした（表 1）。生徒はここで積層セラミックコ

ンデンサーの仕組みの理解に必要となる電気容

量、誘電体、接続による合成容量の知識・考え方

を獲得することができる。積層セラミックコンデ

ンサーをコンデンサーの単元の集大成と位置付

けた。コンデンサーの単元の仕上げとして、自分

たちの学んだ知識が電気製品に活用され、社会に

利用されていることを知ってほしいと考えた。 

校時 内容 

1 コンデンサーの導入探究活動 

2 コンデンサーの充電 

3 コンデンサーの電気容量 

4 コンデンサーと誘電体 

5 コンデンサーの接続 

6 コンデンサーに蓄えられるエネルギー 

7 村田製作所招聘授業 

図 2：コンデンサーの製品（千個ずつ） 

図 3：スマートホン内部 

表 1：R1 コンデンサー単元計画 



村田製作所で作られている積層セラミックコンデンサーはセラミック（誘電体）に金属ペー

スト（金属板）を印刷して付着させ、何層にも重ね合わせ電気容量を大きくしている＊３。金属

板を積み重ねたコンデンサーについては大学入試問題で扱われることがある。本実践ではまず

金属板を積み重ねたコンデンサーの考え方について演習問題を通して生徒に理解させ、続いて

積層セラミックコンデンサーの原理を考える探究レポートを作成する流れとした。 

  そして最後にコンデンサーの製品開発などに携わってこられた高木さんを授業に招聘し、積

層セラミックコンデンサーの役割や作り方・材料、実物の積層セラミックコンデンサー、分解

したスマートホンの観察を通し、授業で学んだことと実社会で利用されているコンデンサーと

をつなげるという構想を立てた。さらに、今後コンデンサーはどのように社会の発展に利用さ

れていくのか等についても、第一線で活躍されてこられた技術者の生の声を伝えたいと考えた。 

  授業の構想を高木さんに伝えたところ、授業に来ていただくことを快諾していただけた。早

速、授業の準備として、高木さんにセラミックシートのサンプル、分解したスマートホン、積

層セラミックコンデンサーの実物をグループ分用意していただけることとなった。さらに、積

層セラミックコンデンサーの説明に必要なパワーポイントのスライドなども準備していただけ

た。そして、積層セラミックコンデンサーの原理を考えさせる探究レポートについては高木さ

んとメールでやりとりしながら一緒に創り上げた。（図 5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ １年目の実践（令和元年） 

（１）導入の探究活動 

 コンデンサーの単元の第 1 校時に図 4 のワークシートを用いて導入の探究活動を行った。この

探究活動では生徒がコンデンサーとは、そもそもどのようなものなのかを知ることを目的として

いる。生徒は活動を通して向かい合う金属極板中の電荷の引力で電荷を留めておける原理（図 6）

を理解し、コンデンサーの充電・放電の様子を班ごとに工夫しながら確認していた（図 7）。 

図 4：コンデンサー導入探究活動 

ワークシート 

図 5：積層セラミックコンデンサー 

探究レポート 

実物の写真 



 

 

 

 

 

 

 

（２）招聘授業に向けた探究レポート 

 単元の内容を進めた後、第 5 校時に高木さんと共に創り上げた図 5 のレポートを用いて生徒に

積層コンデンサーの原理について探究させた。このレポートはコンデンサーの内容を学びたての

生徒たちにとって、高すぎるジャンプアップ課題ではないか、原理にたどり着ける生徒がいない

かも知れないと半信半疑であったが、第５校時の演習の中でチャレンジさせてみた。 

図 8、9 が提出されたレポートの抜粋 

である。それまでの学習内容からこちら 

が想定していた考え方にたどり着いた生 

徒がクラスの中に６名いた。コンデンサ 

ーの極板を積み重ねることによって、極 

板の面積を大きくし、電気容量を大きく 

することができることをレポートの中で 

しっかりと探究していた。 

 そして、提出レポートのいくつかを取 

り上げ、クラス全体で共有した。生徒は 

原理とアイディアの素晴らしさを感じて 

いる様子だった。また、レポートの結果 

を高木さんに送り、原理を生徒が導き出 

せたこと、クラス全体で共有したことを 

伝え招聘授業への準備を進めていただいた。 

 

（３）福井村田製作所招聘授業 

  令和元年 7 月 12 日（金）4 限目に高木さんを招聘し授業を実施した。授業は高木さんとの打

ち合わせで、福井村田製作所の紹介→コンデンサーの役割・性質の復習、積層セラミックコン

デンサーの原理の説明（図 10）→積層コンデンサー製品・分解したスマートホンの内部のコン

デンサー・セラミック材料の観察（図 11）→今後の社会とコンデンサー需要→質疑応答という

構成で実施することとした。 

 

 

 

 

 

 

図 6：電荷を留めおく原理（提出ワークシート） 図 7：コンデンサーの充放電 

図 8：積層セラミックコンデンサーの原理 

（提出ワークシート） 

図 9：原理に基づいた演習問題（提出ワークシート） 

図 10：高木さんによる原理説明 図 11：スマートホン内部の監察 



 生徒は高木さんの話に真剣に耳を傾け、それまでの学習内容や積層セラミックコンデンサーの

原理について理解を深めている様子で、スマートホン内部やセラミック材料を食い入るように観

察していた。また普段は接することも話を聞くこともない技術者の話ということで、工学部への

進学を希望する生徒達は特に目を輝かせて話を聞いたり、実物を観察しながら高木さんに質問を

投げかけていた。 

 

（４）授業アンケート（参考資料 2） 

 授業前後での生徒の意識の変容を調査するために以下のようなアンケートを実施した。回答は

1 当てはまらない・2 やや当てはまらない・3 どちらとも言えない・4 やや当てはまる・5 当ては

まる の 5 段階とした。各回答で 4 と 5 を回答した生徒の割合は表 2 のとおりである。 

表 2：R1 授業アンケート項目と授業前後で、4 やや当てはまる・5 当てはまる を回答した割合 

自由記述より抜粋 

・学んでいることが実際に身の回りのものの仕組みに関係していることが分かり、自分の持

っていた知識と新しい知識がつながった感じがして面白かった。 

・今までコンデンサーについて公式しか知らなかったが、どんなところでどんな働きをして

いるのか分かった。実物のコンデンサーのあまりの小ささに感動した。 

・コンデンサーが日常生活においてどのように使われているか学び、授業で習ったこととの

関係を意識できて、すごく面白かった。 

・物理で習ったことが日常生活に結びつく授業だった。社会のニーズに合わせて研究を続け、

社会の願いを叶える村田製作所はすごいと思い、地元にすごい会社があるんだと感じた。 

アンケートのどの項目についても授業前から授業後で割合が上昇しており、特に「実社会と物

理のつながりについて学ぶことは面白い」という回答が最も高い割合を示し、「実社会と物理のつ

ながりをもっと学びたい」という回答割合も高かった。生徒が身近な科学技術と物理を関連付け

ることに面白さを感じ、学ぶことを欲しているということが分かる。自由記述のテキストマイニ

ングからコンデンサーの小ささやセラミック、日常生活との関連を感じていることも分かった。

個別の内容からも、この授業を通して科学技術を身近に、自分事にすることは物理に対する興味・

関心を涵養する上で有効であると同時に授業内容の理解を深めることにつながったと考える。 

 1 年目のチャレンジを終え、科学技術について生徒が科学的視点に立って考えたり、コンデン

サーについて探究する活動を取り入れて、ストーリーを意識した授業づくりの必要性を感じた。

例えば生徒が実際にコンデンサーを作って苦労したり、よく使用される電解コンデンサーの中身

を科学的に考察する活動を組み込んで、村田製作所の製品開発につなげるという授業づくりであ

る。次年度に向けてのアイディアを高木さんにぶつけたいという思いで楽しみになっていた。 

No 質問項目 授業前 授業後 

1 実社会と物理のつながりを学ぶことは面白い 50% 91% 

2 実社会と物理のつながりをもっと学びたい 38% 74% 

3 将来、企業で開発に携わりたい 18% 38% 

4 地元（福井県内）の企業について、もっと知りたい 9% 38% 

5 地元企業のやっていることを知ることは意義深い 30% 64% 

6 将来、地元での就職も考えたい 26% 38% 

7 物理って面白い 44% 79% 



５ ２年目の実践（令和２年） 

（１）コロナ禍においても学びの場を創るという強い意志 

 授業実践 1 年目の反省を 2 年目に生かして授業改善していきたいと意気込んでいた矢先、現在

も世界中で猛威を振るっている新型コロナウィルス感染症の拡大により、本校も令和 2 年 3 月か

ら 3 か月にも渡る休校を余儀なくされた。先行きが見えない中で新年度がスタートし、登校させ

ることができない生徒にいかに学びの場を提供していくのか、手探りの日々が続いていた。さら

にそのような折、本県でも 4 月下旬に新型コロナウィルスの感染が確認され、非常事態宣言を受

けて多くの企業が操業停止となっているニュースを耳にする。5 月中はインターネットを用いて

遠隔授業を行い、状況が少し落ち着いた 6 月に本校は何とか始業することとなった。我々は学習

内容の遅れを取り戻すために躍起になっており、企業も操業停止からの立て直しを図らなければ

ならない状況下で、昨年実施したような授業の実践は困難に思えていた。しかし、良いものは良

い、生徒に学びの場を提供したい。昨年のような形式は難しいかもしれないが遠隔授業で培った

技術や体制を生かして何とか生徒に学びの場を提供したいという思いで、恐る恐る高木さんに相

談することにした。休校中にオンライン会議システムを用いて遠隔授業を実施していたこともあ

り、高木さんと遠隔でつなげる形で授業の実施ができないか相談すると、何と二つ返事で承諾し

ていただけた。高木さん自身もオンライン会議システムを用いて採用の面接を実施しており、福

井村田製作所もオンライン会議システムのノウハウを構築している状況であった。そして何より、

高木さんも高校生に学びの場を提供したい、企業と学校をつなぎたいという強い意志を持ってい

らっしゃるということを感じた。そのような意志こそが様々な制限や困難を余儀なくされるコロ

ナ禍における一筋の光明である。 

 

（２）コンデンサーの単元を生かしつつ招聘授業につなげる授業計画づくり 

接続テストを兼ねてオンライン会議システムを用いた 2 度の打ち合わせを行った。私は生徒に

コンデンサーを作らせ、電解コンデンサーの中身を見せるといった単元の構成を相談しアドバイ

スを受け、高木さんからは昨年の実施から生徒の声をもっと拾い、交流の時間を作りたいという

相談を受けた。メールでもやり取りをしながら双方の改善は可能であるという結論に至った。 

 高木さんとの相談をもとに授業計画を昨年から

表 3 のように組み替えた。第 1・2・3 校時の内容

をコンパクトにして第 4校時にコンデンサーの製作

を通して内容を復習しながらコンデンサーの電気

容量を増やすにはどのような工夫が必要かを生徒

が探究し、積層セラミックコンデンサーの原理につ

いて考える時間とした。また、第 6 校時にコンデン

サーの充電・放電の探究を通し、コンデンサーの充

電・放電の性質を理解させるとともに、そこに使わ

れている電解コンデンサー（学校の実習ではよく使用される。安価で入手しやすい。）の内部構造

を観察し、原理・工夫を自ら調べさせることとした。実際に製作してみたコンデンサーのサイズ

感と電気容量の意外な小ささ（5 日間に渡る予備実験で私が体験済み）、自分たちが製作したコン

デンサーと電解コンデンサーの構造が似ていて内部には科学的知見に基づいた工夫が詰まってい

ることを生徒が感じ、最後に村田製作所の招聘授業につなげ、単元をまとめ上げる流れとした。 

校時 内容 

1 コンデンサーの導入探究活動 

2 コンデンサーの電気容量・誘電体 

3 コンデンサーの接続 

4 コンデンサーの製作探究活動 

5 コンデンサーに蓄えられるエネルギー 

6 コンデンサーの充電・放電探究活動 

7 村田製作所との授業 

表 3：R2 コンデンサー単元計画 



（３）単元の理解を深め招聘授業につながる探究活動 

 第 4 校時前半にコンデンサーの製作の探究活動を行った。ワークシートはそれまでに学んだ内

容からコンデンサーの電気容量を大きくするには、どのような工夫が必要かを考えることができ

るようにした。また、大きな極板（アルミ箔）をコンパクトにまとめるために塩化ビニルのパイ

プに巻き付ける形状とした。これは、後に電解コンデンサーや積層セラミックコンデンサーにつ

なげるための仕掛けでもある。 

 生徒のレポート（図 12）に書かれているようにコンデンサーの電気容量を大きくするには極板

の表面積を大きくし、2 枚の極板の間隔を小さくする必要がある。このことは学習済みの内容で

ある。生徒は仮説を立てて、工夫を凝らしてコンデンサーを作っては電気容量を測定することを

繰り返し探究していた（図 13）。班ごとの測定結果を黒板に示し（図 14）、電気容量が最も大きく

なったのは 203nF（10-9F）で、数値にばらつきはあるものの全体的な傾向としては極板の面積を

大きくすると電気容量が大きくなるということはつかむことができた。またレポートの内容から

生徒がコンデンサーを製作する難しさ、製作したコンデンサーの電気容量の意外な小ささを実感

したことが分かった。このように試行錯誤しながら繰り返し探究する過程が探究能力を養う上で

重要であり、簡単にうまくいかないことも探究の重要なプロセスである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コンデンサーの電気容量を大きくするためには極板の面積を大きくする必要があることを実感

したところで第 4 校時後半には図 4 のレポートを用いて積層コンデンサーの原理について探究さ

せた。実際にコンデンサーを製作してからレポートを実施したため、昨年度と比較してつながり

が良く、極板を積み重ねて極板面積を大きくしていく原理にたどり着く生徒は多かった（令和元

年：6 名／36 名、令和 2 年：15 名／36 名）。極板の面積について、大きく広げるだけではなく、

積み重ねることにより極板両面で面積をかせぐことができることに感動している生徒もいた。 

図 12：電気容量選手権 提出レポート 

図 13：コンデンサー製作の様子 

図 14：黒板に示された各班の電気容量 

    左から列ごとにアルミ箔の面積が 

    大きくなっており、電気容量も 

大きくなる傾向がみられる 



 第 6 校時には手回し発電機を使って電解コンデンサーに充電し、豆電球や LED を用いて放電

する実習を行った（図 15：NaRiKa ゼネコン V3 実験用セット使用）。さらに、電解コンデンサー

を分解（図 16）し、内部構造を把握する実習も行い、インターネットを用いて生徒に電解コンデ

ンサーの原理について調べさせた。分解したコンデンサーを観察することを通して、生徒は自分

たちが製作したコンデンサーと電解コンデンサーがよく似た構造（極板を巻いている）であるこ

とを理解し、自分たちが製作したサイズ（約 40 ㎝）と電解コンデンサーのサイズ（約 1 ㎝）の違

いと電気容量の大きさの違い（サイズの差の割に電解コンデンサーの電気容量は生徒が製作した

ものの約 1,000 倍を超えている）に驚いていた。また生徒の提出レポート（図 17）のように電解

コンデンサーでは極板の表面を加工することで表面積を大きくしたり、極板の間に薄い誘電体（酸

化アルミニウム）を挟むことで電気容量を大きくする工夫が施されていることを知り、学習した

内容と関連付けて理解していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらの探究活動を組み込んだ授業構成を経て第 7 校時の招聘授業の実現となった。招聘授業

前には高木さんに生徒の活動の様子や提出レポートの一部をメールで送付し、学校で実施したこ

とを分かっていただいた上で話をしていただくこととした。 

 さらに、招聘授業では分解したスマートホンの内

部観察も行うが、台数が不足しているとの話があっ

たため、希望者を募りスマートホン（ジャンク品）

の分解も行った。自分たちにとって身近で大切なス

マートホンを分解する体験は大変興味深かった様

子である（図 18）。 

図 17：電解コンデンサー提出レポートより 

図 15：充電されたコンデンサーを用いて放電する様子と使用されている電解コンデンサー外観 

図 16： 

分解したコンデンサー 

図 18：スマートホンを分解する様子 

約 1 ㎝ 

約 40 ㎝ 

生徒が製作したコンデンサー 

電気容量は 

約 1,000 倍超 



（４）オンライン招聘授業（参考資料 1） 

 令和２年 7 月 28 日（火）3 限目に教室と村田製

作所の高木さんをオンライン会議システムでつな

ぎ、招聘授業を実施した。初めに私からそれまでに

行ってきた授業の振り返りを行い、高木さんから

福井村田製作所の概要や積層セラミックコンデン

サーの役割や仕組みの話を聞いた。（図 19） 

 次にスマートホンの内部を観察し、1 ㎜程度のコ

ンデンサーが約700個入っていると説明を受けた。

生徒たちはスマートホンを食い入るように見つめ

ていた。高木さんからは生徒に対して質問も行い、

生徒が答える形で交流しながら授業が進んでいっ

た。生徒は小瓶の中に入っているコンデンサーの

製品を見て（図 20）、あまりの小ささに驚き（最も

小さいもので 0.2 ㎜）、さらに 500 層もの金属板と

セラミックを積層していることや自分たちが製作

したコンデンサーより約 1,000 倍も大きな電気容

量を持つことなどに驚きの声を上げていた。小型

で大容量のコンデンサー開発がスマートホンの小

型化につながっていることにも感心していた。 

 福井村田製作所イチ押しの技術であるセラミッ

クシートの説明と観察をしているとき（図 21）に

授業は最高の盛り上がりを見せた。金属板の間に挟

むセラミックシートを薄くすることでコンデンサ

ーの電気容量を大きくすることができる。しかし薄

くすればするほどシートは破れやすく、コンデン

サーは壊れやすくなる。企業の努力と工夫でその

バランスが研究され、現在の薄さ 0.5 ㎛に至って

いると説明を受けた。0.5 ㎛のセラミックシートは

シート越しに透けて見えるほど薄く、これを観察し

始めたときには生徒から 「わーっ」と歓声が上が

った。0.5 ㎛のセラミックシートに金属を印刷して

積み重ねてコンデンサーを作っていること（図 22）

を聞き、生徒はさらに驚いていた。 

 最後に生徒との質疑応答の時間を設け、生徒は

「分解されて、技術が盗まれることはないのか」、

「１個あたりの値段はいくらか」「コンデンサーは

どこまで小さくできるのか」などの質問をマイクに

向かって次々に行い、高木さんはうなりながらも生

徒の質問に答えていた（図 23）。 

図 19：高木さんが話す様子 

図 20：コンデンサー製品の観察 

図 21：セラミックシートの観察 

図 23：質疑応答の様子 

質問する生徒 
  ↓ 

図 22：金属を印刷したセラミックシート 



（５）授業後アンケート（参考資料 2） 

 令和元年実施と同様にアンケートを実施した。各回答で 4 やや当てはまる と 5 当てはまる を

回答した生徒の割合は表 4 のとおりである。 

  表 4：R2 授業アンケート項目と授業前後で 4、5 と回答した割合 

自由記述より抜粋 

・セラミックの粒子の密度などを改良していると知り、驚いた。物理と化学がつながってい

るとも感じた。 

・学校で学んだことが実際にどう生かされているかということを知れて、楽しかった。福井

でも活躍している企業があると分かり、企業と連携した授業はとても刺激的だった。 

・どれだけ発達した技術を用いたコンデンサーでも物理で学んだ内容の範囲からはみ出てい

ないことが逆に身近に感じた。 

令和元年実施と同じような傾向となった。アンケートのどの項目についても授業前から授業後

で割合が上昇しているが、令和元年の数値よりも全体的に割合が高く、授業前の関心がすでに高

かったことがうかがえる。単元の中に探究活動を取り入れ、単元を通して連携授業につなげるこ

とを意識して実施してきたことで関心が高まっていたと考えている。地元企業への関心の高まり

から、このような取り組みは地方創生にもつながると感じている。授業を受けた生徒から福井村

田製作所の研究者が生まれることを密かに願っている。 

 

（６）2 年目の戦略 

2 年目の授業計画を立案する際、1 年目の実践結果を踏まえて、単元全体の流れの中で、どの段

階に探究的な活動を組み込むかに注目した戦略を立てた。なぜなら、生徒は探究的な活動によっ

て主体的に考え、その思考の広がりは学ぶ意欲を高め、さらなる興味関心へとつながることが想

定される。その流れの中で社会的な意義を技術者から学ぶことによって、社会とのつながりを理

解し、「物理は面白い」という結果を導けるのではないかと考えたからである。そして、授業後の

アンケート結果（表 4）によれば、おおむね想定通りの結果が得られたと考えている。 

 

（７）授業公開・研究会 

 今回、第 7 校時のオンライン招聘授業をオンライン会議システム（zoom）を用いて公開し、授

業研究会を行った。地域企業との連携の取り組みを紹介し、評価を受け、取り組みを広げたいと

考えたからである。前もって高木さんにも相談し、周知できることは良いということで快諾して

いただけた。研究会には高校・大学関係から合わせて 15 名が参加し、第 7 校時につながる授業構

成や探究活動を紹介し、取り組みに対する意見や感想をもらい、質疑応答を行った。（図 24、25） 

No 質問項目 授業前 授業後 

1 実社会と物理のつながりを学ぶことは面白い 74% 97% 

2 実社会と物理のつながりをもっと学びたい 65% 97% 

3 将来、企業で開発に携わりたい 44% 65% 

4 地元（福井県内）の企業について、もっと知りたい 35% 71% 

5 地元企業のやっていることを知ることは意義深い 56% 85% 

6 将来、地元での就職も考えたい 35% 50% 

7 物理って面白い 85% 100% 



 

 

 

 

 

 

 以下、高校・大学関係者 15 名対象の授業公開・研究会に関するアンケート結果と意見を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

意見（抜粋） 

・工学部的な内容で、普段の理学部的な内容とうまくかみ合った授業だった。 

・コンデンサー製品の実物を見ることができ、技術者の話を聞いて私自身も学びがあった。 

・生徒たちの聞き入る様子や納得の質問に感心した。 

・技術者と協力した授業展開で高校物理も、ワクワクする話が組み立てられると感心した。 

・一連のストーリーのある実社会と結びついた実習は、生徒にとって将来にわたり脳裏に焼

き付くだろうと思う。 

・zoom 経験者は気軽に参加できるため、ネットを使っての研究会が増えてくると良い。 

 オンライン会議ステム（zoom）を用いた初めての授業公開であった。移動時間が不要というこ

とで参加しやすいといった利点がある反面、配信操作側の不慣れもあり、映像が見づらい部分が

あった。今回の反省を生かして今後もオンライン授業公開を企画し、授業を見合う機会を増やし

たい。また授業内容に関して、多くの前向きな意見をいただいた。1 年目の反省から、単元を一連

のストーリーとして招聘授業につなげる意図が参加者に伝わったことが何より嬉しかった。 

 

６ 成果と課題、今後の展開 

（１）成果と課題 

 実践を通して多くの成果があった。一つは授業に企業の技術者を巻き込み、共に授業を創るこ

とにより、学習内容とその技術が社会でどのように利用されているかを関連付けながら、生徒の

科学的な見方・考え方・主体的に探究する能力を育むという授業ができたことである。さらに、

この連携を通して、課題を発見・分析し、解決策を考え、実行・考察し、新たに課題を発見してい

くという探究のプロセスを企業は日々実行しており、探究の重要性を第一線で活躍してこられた

技術者の生の声で生徒に伝え、科学技術を身近な自分事として実感させ、自ら深く学ぶきっかけ

を与えることができたことも大きな成果の一つである。学校を地域に開き、外部と連携して授業

を創り、授業を改善していく有効性と重要性を生徒と共に実感した。これらを学校外に発信し、

話し合うことができたことも成果として挙げたい。次は教員研修として高木さんを招聘し、スマ

ートホンを分解したり積層セラミックコンデンサーを観察して、教員に学びの場を提供したい。

図 24：授業研究会（zoom 画面）    図 25：授業研究会（本校教員・大学関係者は実験室にて） 



高木さんへの相談事は次々に浮かぶ。このようなつながりこそが最大の成果である。 

 また、地域企業と連携した授業づくりを実施していくためには二つの課題がある。一つは地域

企業の情報不足である。私の周囲の教員は地域企業について多くを知らないし、情報源も持ち合

わせていない。そのため、福井県経済同友会と連携しながら県内の企業がどのような取り組みを

行っているのかについて情報を収集している。もう一つは地域企業と連携し、学校を地域に開き、

共に授業を創るには時間と手間がかかるということである。今回、コロナ禍によってオンライン

会議システムの普及は飛躍的に進んだ。このシステムを活用し、場所と時間の制約を軽減しなが

ら企業とコミュニケーションをとっていくことが可能となる。課題をクリアしていきながら、授

業と地域企業をつなげ、地域企業と共に創る連携授業を拡大していきたい。 

 

（２）広がる連携 

 物理の学習内容は科学技術・ものづくりとして企業で応用

されていることが多く、調べてみると地域企業にも物理と関

連した製品開発を行っている企業が多いことに気が付く。令

和 2 年 2 月には福井経編興業株式会社の経編技術を用いた吸

音材について音波と関連する授業を実施した（図 26）。 

また、令和 2 年 12 月にはスピーカー製作で有名な株式会社

オーディオテクニカフクイの技術者を招きスピーカーづく

りも企画し、計画づくりが進行中である。 

 

（３）結びに 

企業と共に創る連携授業を企画し、唐突に飛び込んで相談したにも関わらず、その意義を企業

として前向きに捉えていただき、授業づくりに貴重な時間を費やしていただいた高木さんをはじ

めとする福井村田製作所には感謝しても感謝しきれない。生徒・公開授業参加者にとって良い学

びの場を提供できたと確信しているし、生徒の成長を間近で見られたことが何より嬉しい。 

単元を終えてお礼を伝えたときに高木さんは「企業で実際に取り組んでいることが高校の学び

とつながっていることを知ってもらって、科学技術で世の中を変えてやるんだ、良くしてやるん

だという若者を増やしたい。それこそが企業の責任でもあるとの認識のもと、我々は協力させて

いただきました。」と熱く語ってくれた。利益を追求するのではなく、人材育成こそが社会の利益

に、企業の利益につながるという企業の意思と強さを感じた言葉である。困難が山積みのコロナ

禍だったからこそ、共に知恵を絞り、解決策を模索し、インターネットを活用した新たな教授法

を見出すこともできた。そして、生徒の反応を考えながら学校外部の方と授業について語り、授

業改善を遂行していくことは私にとって楽しい時間であったし、この「わくわく」を今後も続け

ていきたい。科学の面白さ・素晴らしさをいかに伝えるのか、科学的な見方・考え方・主体的に

探究する能力をいかに育むのか。我々の探究はこれからも続いていく。 

 

参考文献 

＊１：高等学校学習指導要領（平成 30 年 3 月公示） 

＊２：「科学をどう教えるか」エドワード・F・レディッシュ著 丸善出版 

＊３：村田製作所コンデンサーガイド QR コード（単元終了後、生徒に配布）→→→ 

図 26：吸音材の体験 



物理 電場（コンデンサー） 指導案 

 

令和２年７月２８日（火）３限 

 

教材・単元：改訂版物理 第４編 電気と磁気 第１章 電場（コンデンサー） 

クラス・人数・場所：３年６組 ３６名 ３年６組教室 

授業者：鈴木聡史（藤島高等学校） 高木義一（株式会社福井村田製作所）  

単元目標：コンデンサーの性質について原理から理解させる。 

     コンデンサーを作ったり、分解して考察することで理解を深める。 

     コンデンサー製品の原理を授業と関連付け、興味関心を涵養し、学びに向かう姿勢を養う。 

指導計画：第１校時：コンデンサーの導入探究活動 

第２校時：コンデンサーの電気容量、誘電体 

     第３校時：コンデンサーの接続 

     第４校時：コンデンサーの製作探究活動 

     第５校時：コンデンサーに蓄えられるエネルギー 

     第６校時：コンデンサーの充電・放電探究活動 

     第７校時（本時）：コンデンサーの実用例（村田製作所との共同遠隔授業） 

 

本時の目的：生徒が授業で学ぶコンデンサーの内容について、実社会における応用例等を企業の研究者

から直接聞くことで、学校教育と地域企業をつなげ、生徒の「深い学び」に向かう姿勢を

養う。また、地域企業とともに効果的な授業方法を探り、実施していくことで、学校教育

と外部との「連携授業」のモデルを創る。 

本時の展開 

時間 学習内容 学習活動 留意点・〇評価 

導入 

５分 

これまでの振り返り コンデンサーに関する学習につい

て振り返り、班で共有する。 

〇これまでの内容を理解でき

ているか。 

展開① 

１０分 

福井村田製作所と積層コ

ンデンサーについて 

福井村田製作所 高木氏から企業

概要や積層コンデンサーについて

説明を受ける。 

〇積層コンデンサーの仕組み

が理解できているか。 

展開➁ 

１５分 

積層コンデンサーの材料

とスマートフォン観察 

コンデンサー製品や材料、分解した

スマートフォンを観察し、企業の技

術とこれまで学んだ内容とを関連

付けて理解を深める。 

何に注目するべきかを机間巡

視をしながらフォローする。 

 

展開③ 

１０分 

コンデンサーのこれから コンデンサーが今後どのように利

用され、どのような改善を目指して

いくのか説明を受ける。 

疑問に思ったことなどは質問

するように伝える。 

まとめ 

１０分 

質疑応答 

個人レポート作成 

質疑応答を行い、個人レポートを作

成する。 

〇積極的に質問ができるか。 

〇これまで学んだことと関連

付けてレポートが作成でき

るか。 

 

参考資料１ 



村田製作所との共同授業アンケート 

令和元年実施（回答数３６）          令和２年実施（回答数３４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料２ 



令和元年実施                 令和２年実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自由記述テキストマイニング         自由記述テキストマイニング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※テキストマイニングとは。。。 

頻出単語を複数選び出し、その頻度に応じた大きさ示す。色が品詞に対応している。 

 


