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研究課題 
新学習指導要領の趣旨等を実現するための指導方法等の工夫改善と学習の実現状況
の把握についての研究 

学
ふり

校名
が な

（生徒数） 広島県立呉商業高等学校
ひろしまけんりつくれしょうぎょうこうとうがっこう

（473名） 

所在地（電話番号） 広島県呉市広古新開四丁目１番１号（0823-72-2525） 

研究内容等掲載ウェブサイト URL http//www.kure-ch.hiroshima-c.ed.jp/ 

研究のキーワード 

科目「ビジネス基礎」，「実践的なコミュケーション能力」，「販売実習」，「評価方法の工夫・改善」 

研究成果のポイント 
○ 「実践的なコミュニケーション能力」を育成するために，コミュニケーション能力に必要

な力を「観る力」「きく力（聞く・聴く・訊く）」「伝える力」「感じる力」と定義し，具体的
な行動目標を明確にした。 

○ 科目「ビジネス基礎」の内容「ビジネスとコミュニケーション」の指導内容と，体験的な
学習活動である「販売実習」及び「学校デパート」における事前指導・事後指導を組み合わ
せることで，生徒の「実践的なコミュニケーション能力」の育成を図ることのできる年間指
導計画を作成した。 

 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

学習指導要領の趣旨等を実現するための実践的なコミュニケーション能力を育成する指導方

法と評価方法の工夫改善及び学習の実現状況の把握についての研究 

（２）研究主題設定の理由 

本校は，「ビジネス界に貢献でき，地域社会で活躍できる人材を育成する」というミッション

を掲げ，商業教育を展開している。また，近年，様々なビジネスシーンにおいてコミュニケー

ション能力が重要視されている。 

これらのことから，日頃の教科「商業」の教育活動を，生徒の実態や企業の求める人材育成の

視点から見直すことが必要となっている。そのため，科目「ビジネス基礎」において実践的なコ

ミュニケーション能力の育成を図るための指導方法と評価方法の工夫改善について研究するとと

もに，教科「商業」の目標や内容に照らした学習の実現状況の把握について取り組むこととし，

本研究主題を設定した。 

（３）研究体制 

 

（４）２年間の主な取組 

平

成

26

年

度 

４月～６月 
・達成目標，観点別評価規準及び評価基準の協議 
・体験的な学習活動の指導方法の研究（グループ討論，実習計画作成） 

７月～９月 
・地域での体験的な学習活動の実施（販売実習）  
・体験的な学習活動のフィードバック，グループ討論，体験発表等の実施 
・コミュニケーションを日常生活で感じる場面を振り返る（夏季休業中） 

10月～12月 
・研究授業の実施 
・学校デパート「呉商フェスタ」に係る実習及び事前・事後指導 

１月～３月 
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・商業科目の系統図の作成 
・科目「ビジネス基礎」のシラバスの検証と改善及び修正 
・指導方法の検証及び改善 

平

成

27

年

度 

４月～６月 
 ・教育課程に基づく教科「商業」の科目に係る系統図の作成，及び科目「ビジネス基礎」

の年間指導計画の作成  
・達成目標，観点別評価規準及び評価基準の協議 
・科目「ビジネス基礎」における体験的な学習活動の指導方法の研究（グループ討論，

実習計画作成，生徒による評価基準の作成） 
７月～９月 
・教科「商業」の科目に係る系統図，及び科目「ビジネス基礎」の年間指導計画の検証・改善 
・生徒による評価基準の作成と改善に関する指導方法の研究 
・体験的な学習活動のフィードバック，グループ討論，体験発表等 
・学習の実現状況の分析のためのアンケート実施 

10月～12月 
・研究授業の実施  
・「呉商フェスタ」に向けて生徒に評価基準を作成させる指導方法の研究 
・学校デパート「呉商フェスタ」に係る実習及び事前・事後指導 

１月～３月 
・校内研修会において研究成果の検証とまとめ 
・学習の実現状況の分析のためのアンケート実施 

 
２ 研究内容及び具体的な研究活動 
（１）研究内容 
  ア 教科「商業」の科目の系統図及び科目「ビジネス基礎」のシラバスの作成 

・ 本校が教科「商業」に関する科目の授業や学校行事を通して，３年間でどのような力を
生徒に身に付けさせるのかを明確にし，その達成に向けた商業科目の系統図を作成する。 

・ 科目「ビジネス基礎」の年間指導計画に「実践的なコミュニケーション能力」を身に付
ける視点を加え，シラバスを作成する。 

イ 科目「ビジネス基礎」における達成目標，評価規準及び評価基準の作成 

   ・ 「実践的なコミュニケーション能力」について定義し，これに基づいた，到達目標，評
価規準及び評価基準を作成する。 

   ・ 科目「ビジネス基礎」における体験的な学習活動等の研究授業を実施する際に学習指導
案を作成し，評価規準に基づいた評価を行い，シラバス等の検証・改善を行う。 

ウ 科目「ビジネス基礎」における体験的な学習活動等に係る指導方法等の研究 

   ・ 生徒が自らの体験的な学習活動等を振り返るための実習記録やワークシートを作成する。 

・ 体験的な学習活動等を通じて「実践的なコミュニケーション能力」を育成するため，社
会人講師の指導等を活用した教育内容及び指導方法を開発する。 

エ 評価方法に係る研究 
・ 生徒が「実践的なコミュニケーション能力」の自己評価を行うための評価指標を作成する。 
・ 教員が「実践的なコミュニケーション能力」の習得状況を見取る評価指標や試験等を開発す
る。また，作成した評価指標を用いて，生徒の習得状況を測るとともに，改善を図る。 

オ 科目「ビジネス基礎」における学習の実現状況の把握に関する研究 

   ・ 内容「（１）商業の学習ガイダンス」及び「（２）ビジネスとコミュニケーション」について，
教科「商業」の目標や内容に照らした学習の実現状況の把握に関する研究に取り組む。 

（２）具体的な研究活動 

   「（１）研究内容」のア，イ，ウ，エに示した資料等を作成するに当たり，本校で実施する科
目「ビジネス基礎」の在り方やコンセプト，他の科目とのつながり等を整理する必要があると
考え，次のとおり整理した。 

Ａ 研究仮説の設定 

本校で考える「実践的なコミュニケーション能力」（身に付けさせたい力）を具体的に「観
る力」「きく力（聞く・聴く・訊く）」「伝える力」「感じる力」と定義した。 
 また，各要素の目指す生徒像（具体的な行動目標例）を次のとおり明確にした。 
 
 
 
 
 
 



 観る力 
きく力 

（聞く・聴く・訊く） 
伝える力 感じる力 

目指す生
徒像 
（具体的

な行動目
標例） 

・相手の立場や考えを
尊重し，考え方の形成
過程などを的確に捉
えようとしている。 

・相手の表情や話し方
などから相手の感情
を的確に捉えること
ができる。 

・必要なことを，間違いなく，
過不足なく聞き取ってい
る。（聞く） 

・相手の話に積極的に耳を傾
け，話を引き出すことがで
きる。（聴く） 

・相手の示す根拠の適否など
を確かめるために適切な質
問をしている。（訊く） 

・要点をまとめ，簡潔
に話すことができ
る。 

・相手に印象付ける
ため，抑揚をつけて
話すことができる。 

・会話をとおして，相
手をよりよく知る
ことができる。 

・苦情やクレームな
どを受けた際に，
相手の心情を察知
することができ
る。 

これらを基に，研究仮説を次のように立てた。 

【仮説１】 
科目「ビジネス基礎」の単位数を他学科より１単位増加し，コミュニケーション能力

の育成に係る時間に当てたシラバスを作成し，実施することで，年間を通して「実践的
なコミュニケーション能力」を育成することができる。 

【仮説２】 
単元「ビジネスとコミュニケーション」の内容を，年間を通じてシラバスに位置付け

るとともに，体験的な学習活動と関連付けて指導することで，「実践的なコミュニケー
ション能力」を育成することができる。 

Ｂ 取組内容 
ア 教科「商業」の科目の系統図及び科目「ビジネス基礎」のシラバスの作成 
・ 科目「ビジネス基礎」の在り方や，他の科目や学校行事とのつながり等を明確にする
ために，商業科目の系統図を作成した。 

・ 「実践的なコミュニケーション能力」の育成に係る指導を充実させるため，科目「ビ
ジネス基礎」を，従来の単位数より１単位多い３単位とし，単元「ビジネスとコミュニ
ケーション」の内容を，年間を通じて学習するシラバスを作成した。 

イ 科目「ビジネス基礎」における達成目標，評価規準及び評価基準の作成 

・ 「実践的なコミュニケーション能力」について定義し，各要素の目指す生徒像（具体
的な行動目標例）を明確にした。 

・ 科目「ビジネス基礎」における体験的な学習活動等の研究授業について，評価規準に
基づいた評価を行い，シラバス等の検証・改善を行うための研究授業及び研究協議を実
施した。 

ウ 科目「ビジネス基礎」における体験的な学習活動等に係る指導方法等の研究 
・ 生徒が自らの体験的な学習活動等を振り返るための産直市実習記録やルーブリック自
己評価表等を作成し，体験的な学習活動の事後指導で活用した。 

・ 社会人講師の指導等を活用した教育内容及び指導方法を開発するため，ビジネスコミ
ュニケーションをテーマとした社会人講話を計画・実施した。 

エ 評価方法に係る研究 
・ 生徒が「実践的なコミュニケーション能力」の自己評価を行うための評価指標及び教
員が「実践的なコミュニケーション能力」の習得状況を見取る評価指標や試験等の作成
に取り組んだ。 

オ 科目「ビジネス基礎」における学習の実現状況の把握に関する研究 

    ・ 内容「（１）商業の学習ガイダンス」及び「（２）ビジネスとコミュニケーション」の
「指導と評価の計画」等を現在，作成している。 

 

３ 研究の成果と課題 

（１） 成果 

＜研究主題に対する成果＞ 

ア 教科「商業」の科目の系統図及び科目「ビジネス基礎」のシラバスの作成 

・ 商業科目の系統図を作成することにより，各科目間及び学校行事等との関連性を教員間

で共有することができ，系統的に指導を行うことが可能となった。 

・ 科目「ビジネス基礎」を，従来の単位数より１単位多い３単位とした教育課程を編成した

ことで，グループ学習，ケーススタディ等の指導方法を取り入れた学習時間を十分確保する

ことができ，体験的な学習活動だけでなく，教室の授業においても，「実践的なコミュニケー

ション能力」の育成を図る学習に取り組むことができた。 

特に，年間のＰＤＣＡサイクルだけでなく，体験的な学習活動ごとにＰＤＣＡサイクルを



明確にして実施したことで，生徒は，体験で学んだ知識やスキルを「活用」し，他の生徒と

「協働」し，解決策を「創造」する「課題発見・解決学習」に取り組み，「実践的なコミュニ

ケーション能力」が向上した。（※ アンケート結果参照） 

 イ 科目「ビジネス基礎」における達成目標，評価規準及び評価基準の作成 

・ 「実践的なコミュニケーション能力」について定義し，目指す生徒像（具体的な行動目標

例）を示すことで，科目「ビジネス基礎」の指導だけでなく，体験的な学習活動の指導にお

いても生徒に身に付けさせたい力を教員間で共有することができた。 

・ 生徒自身に，取組に対する評価基準を作成させ，体験的な学習活動後に自己評価させる活

動を通して，生徒は「実践的なコミュニケーション能力」の意義を理解することができたた

め，主体的に学ぼうとする態度を養うことができた。 

 ウ 科目「ビジネス基礎」における体験的な学習活動等に係る指導方法等の研究 

・ 事後指導において，ワークシート等を用いて協議することで他者との協議が深まり，今

後の体験的な学習活動等をより質の高い取組へと進化させていこうとするなど，生徒の学

習に取り組む姿勢の変化が生まれた。 

 エ 評価方法に係る研究 

・ 生徒自身が作成した評価基準を用いて自己評価することで，生徒が授業や体験的な学習

活動のねらいを明確に理解することができたため，主体的に学ぼうとする態度を養うこと

ができた。 
アンケートに対して最も肯定的な回答をした割合（％） 

質問１ 質問２ 質問３ 

第１回 第２回 第３回 第１回 第２回 第３回 第１回 第２回 第３回 

20％ 22％ 36％ 0％ 14％ 21％ 0％ 7％ 27％ 
 質問１「相手の話に積極的に耳を傾け，話を引き出すことができる。」（聴く） 
 質問２「要点をまとめて簡潔に話すことができる。」 
 質問３「相手に印象付けるために，声のメリハリ・ジェスチャ―などで工夫して話すことができる」 
 質問１～質問３の質問にそれぞれ４段階評定尺度法により回答。 
（実施時期 第１回：平成 27年５月，第２回：平成 27年９月，第３回：平成 27年 12月） 

（２）課題 

＜研究主題に対する課題＞ 

ア 教科「商業」の科目の系統図及び科目「ビジネス基礎」のシラバスの作成 

・ 本校の目指す生徒像を学年ごとに具体化できていなかったため，３年間での学びの中で

の生徒の変容を見取ることができなかった。 

・ 作成したシラバスでは，「実践的なコミュニケーション能力」を身に付ける視点での評価

基準が明確でなかった。 

 イ 科目「ビジネス基礎」における達成目標，評価規準及び評価基準の作成 

・ さらに生徒の学習意欲を高めるためには，すべての単元でルーブリックを用いた評価基

準を作成する必要があった。 

 ウ 科目「ビジネス基礎」における体験的な学習活動等に係る指導方法等の研究 

・ 社会人講話を計画・実施する際には，生徒に身に付けさせたい力を明確にして実施する

必要があった。 

エ 評価方法に係る研究 

・ 授業実践に係る指導方法の工夫に協議に時間を費やしたため，評価方法に係る研究の時

間を十分に確保できなかった。 

（３）指定期間終了後の取組 

    「実践的なコミュニケーション能力」の育成に係る指導を充実させるため，科目「ビジネ

ス基礎」を，従来の単位数より１単位多い３単位とした教育課程を編成した。このことで，

体験的な学習を取り入れ，フィードバックをさせるなどＰＤＣＡサイクルを踏まえた学習を

計画的に行うことができ，生徒の「実践的なコミュニケーション能力」の向上に一定の成果

があった。 

一方で，約半数の生徒が，これらの学習を他の機会に活かせていないことがアンケートか

ら確認できた。そのため，１年時だけでなく，３年間を通して系統的に，他の商業科目にお

いても学習できるように取り組んでいく。 


