
知識・技能を活用する
問題解決型協働学習の

指導法及び評価に関する研究

埼玉県立川越南高等学校

http://www.kawagoeminami-h.spec.ed.jp/

平成２９年度 国立教育政策研究所教育課程研究所
教育課程センター関係指定事業研究協議会



主題設定の理由
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研究主題設定の理由

• 全国的な課題
• 思考力・判断力・表現力の育成

「知識や技能をどう使うか」

• 汎用的な能力の育成
「コミュニケーション能力」「ＩＣＴリテラシー」

• 評価方法の開発
「思考力・判断力」「表現力」及び「汎用的な能力」

• 本校の状況

• 「情報の科学」を設置
→ 「情報の科学」の目標を達成することが求められる
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思考力・判断力・表現力の育成に
関する課題

平成２７年度学力・学習状況調査の中学生の結果

根拠をもとに思考・判断・表現する力に課題

• 実験結果を数値で示した表から分析して解釈し，規則
性を見出すことには課題がある。【理科】

• 根拠を明確にして書く点に，依然として課題がある。
【国語】

• 目的に応じて文章や資料（中略）を基にして自分の考え
をまとめる点に，依然として課題がある。【国語】

（平成２７年度 全国学力・学習状況調査 調査結果のポイント，文部科学省・国立教育政策研究所，平成２７年）
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「情報の科学」の目標

• 情報社会を支える情報技術の役割や影響を
理解させるとともに

• 情報と情報技術を問題の発見と解決に
効果的に活用するための科学的な考え方を
習得させ

• 情報社会の発展に主体的に寄与する
能力と態度を育てる。

（高等学校学習指導要領解説 情報編，文部科学省，平成２２年）
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問題解決

• 一つの教科内の知識・技能だけではなく
教科横断的な知識・技能が必要

• 「モデル化とシミュレーション」の
知識・技能を活用して，問題解決することができる

→ 身近な事象や社会的な事象を「モデル化」

→ 「モデル」を活用した探究する学習活動に発展

（高等学校学習指導要領解説 情報編，文部科学省，平成２２年）

5/55



研究体制
２年間の主な取組
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研究体制

7/55



２年間の主な取組①（平成２８年度）

月 研究協議 授業実践 大会発表

４月 学習評価について

・森本准教授（東京学芸大学）

６月 日本情報科教育学会
第９回全国大会

８月 第９回全国高等学校
情報教育研究会

９月 学習前の事前評価

１０月 学習評価について

・森本准教授（東京学芸大学）

１０～１１月 問題解決型協働学習

１１月 指定校研究授業＆協議

１２月～１月 事後評価

２月 研究協議会

※年間を通じて「問題解決型協働学習の教材・指導法・評価法について研究を行う

8/55



２年間の主な取組②（平成２９年度）

月 研究協議 授業実践 大会発表

５月 埼玉県高等学校情報
教育研究会誌

７月 日本情報科教育学会
第１０回全国大会

８月 第１０回全国高等学校
情報教育研究会

９月 学習前の事前評価

１０月 指定校研究授業＆協議

１０月 学習評価について

・森本准教授（東京学芸大学）

１０～１１月 問題解決型協働学習

１２月～１月 事後評価

２月 研究協議会

※年間を通じて「問題解決型協働学習の教材・指導法・評価法について研究を行う
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研究内容
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• 評価規準及びルーブリックの作成
• 生徒の学習過程を見とることができるワークシートの開発

問題解決型協働学習の評価法の研究

• 平成２８年度 モデル化とシミュレーション
• 平成２９年度 文書を対象とするデータサイエンス

問題解決型協働学習のための教材研究

• 問題解決型協働学習の要件整理
• 指導法の研究

問題解決型協働学習の指導法の研究

研究内容
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研究内容①
問題解決型協働学習のための

教材研究
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教材研究①モデル化とシミュレーション

• 時間変化による確定的モデル

水槽に溜まる水の量

魚の個体数の変化

• 確率的モデル

ランダムウォーク

行列における待ち時間
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教材研究②文書を対象とするデータサイエンス

• データサイエンスについての教材研究

• データサイエンスの分野である機械学習に

ついての教材開発

ＴＦ－ＩＤＦ法

ベイズの定理、ナイーブベイズ分類器

• 機械学習を用いて問題解決をする事例の開発

観光地についての特徴語抽出

機械学習による観光地を分類するシステム
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教材研究③教材作成における留意点

• 生徒にとって教材がある程度理解できること

完全に理解できていなくても

問題解決の場面で活用することにより

理解が深まる

• 問題発見につなげやすい例示があること

【モデル化とシミュレーション】

抽象化 具体化

具体例 → 数量の変化 → 問題発見
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研究内容②
問題解決型協働学習の

指導法の研究
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学習指導要領改訂の方向性
17/55

幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（平成２８年）



主体的な学び とは

• 学ぶことに興味や関心を持つ

【興味・関心】

• 自己のキャリア形成の方向性と関連付ける

【キャリア】

• 見通しを持って粘り強く取り組む

【方策】

• 自己の学習を振り返る

【メタ認知】
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幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（平成２８年）



対話的な学び とは

• 子供同士の協働

【生徒の協働】

• 教職員や地域の人との対話

【大人と対話】

• 先哲の考えを手掛かりに考える

【先哲の考え】
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幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（平成２８年）



深い学び とは

• 知識を関連付けてより深く理解する

【関連付け】

• 情報を精査して考えを形成する

【情報精査】

• 問題を見出して解決策を考える

【問題解決】

• 思いや考えを基に創造する

【創造】
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幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（平成２８年）



チェックシート化

何を学ぶか どのように学ぶか

何ができるようになるか
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何を学ぶか？

何を学ぶか

・機械学習の仕組みについての知識、
機械学習を活用する技能

・身近なことや社会的なことに
機械学習の活用と結果の分析を適用できる
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どのように学ぶか

どのように学ぶか

生徒自身で身近な
問題について考える

グループで取り組む
教科書やプリントを参考にする

身のまわりや社会的な
問題と関連付け解決する
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何ができるようになるか

何ができるようになるか

自然言語処理・機械学習の
知識と技能

身のまわりや社会的な問題で
知識や技能を使うことができる

自然言語処理・機械学習を
用いて身のまわりや社会的な
問題を解決しようとする姿勢を持つ
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問題解決型協働学習の
要件整理

要件１：情報や情報技術の知識・技能を活用すること

要件２：社会等の問題を扱い，情報社会に参画する

態度を養う

要件３：社会等の問題に適用するための思考を伴うこと

• 高等学校学習指導要領解説 情報編，文部科学省，平成２２年

• 高等学校情報科（各学科に共通する教科）の改善について，教育課程部会情報ＷＧ第６回，平成２８年

をもとに作成

25/55



問題解決型協働学習の
要件を図にすると
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同様の授業実践および
今回の授業実践

事例１ 事例２ 事例３ 事例４

テーマ
乱数を用いた
プログラミング

相関分析 モデル化と
シミュレーション

自然言語の
機械学習

実践した先生
小原格先生
（町田高校）

三井先生
（横浜翠嵐高校）

春日井
（昨年度）

春日井
（今年度）

使った
知識・技能

プログラミング
（乱数）

統計分析のうち
相関分析

モデル化と
シミュレーション

自然言語解析
（データサイエンス）

社会等の問題
への適用

何か世の中に
役に立つ
プログラムを
作る

数量的な検討が
必要な２項目を
相関分析する

数量的な検討が
必要なモデルに
ついて

シミュレーション
する

自然言語から
特徴語検索や
分類器を用いて
分析する

思考等

プログラミングの
有用性の思考・
プログラム作成

身の周りや
社会への適用・
統計的分析

身の周りや
社会への適用・

シミュレーション
結果の分析

身の周りや
社会への適用・
データの分析
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実践例における要件適用

• プログラミング
• 統計分析
• モデル化とシミュレーション
• データ分析

• 社会で役に立つもの
• 社会や身の周りの問題

• 社会や身の周りの問題への適用
• プログラミング、統計分析、

モデル化とシミュレーション、
自然言語解析の知識・技能の活用
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協働学習について

• 生徒が複数人の班で問題に取り組む

• 生徒一人では難しいが，協力することで解決できる問題

• 多様な視点を持てることによる問題の発見

• 生徒が相互に連携しながら取り組む必要がある問題

• 知識や技能が不十分でも，ともに取り組むことによる解決

• 生徒が班の中での責任を果たす仕掛け
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研究内容③
問題解決型協働学習の

評価法の研究
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問題解決型協働学習の評価法
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幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（平成２８年）



パフォーマンス課題

• リアルな文脈（あるいはシミュレーションの文脈）に

おいて，知識やスキルを総合して使いこなすことを

求めるような課題

本研究では

「モデル化とシミュレーションを

用いて問題を解決しなさい」

「ＴＦ－ＩＤＦ法およびナイーブベイズ分類器を

用いて問題を解決しなさい」

（パフォーマンス評価にどう取り組むか，三藤あさみ・西岡加名恵，平成２２年）
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ポートフォリオ評価

• 学習の成果物や

その過程で生み出されたものを

系統的に蓄積して

ファイルなどの容れ物におさめ，

それをもって評価を行う手法。

（新しい教育評価入門，西岡加名恵・石井英真・田中耕治，平成２７年）
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ポートフォリオ活動

（教育分野におけるeポートフォリオとは，森本康彦http://draco.u-gakugei.ac.jp/eportfolio/，平成２９年１月２３日閲覧）
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教師の指導と評価

• 生徒の観察による評価

• 生徒との対話による評価と指導

• 評価Ｃの生徒への支援（評価はＡ，Ｂ，Ｃの３段階）

学習者自身による 学習者相互・教師による

ルーブリックを用いる 自己評価
self-assessment

相互評価
peer-assessment

ルーブリックを用いない 内省
reflection

アドバイス
advice

（e-Learning環境における形式的記述手法の開発と応用，森本康彦，平成１９年）

評価方法の分類
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研究内容④
研究に基づく授業実践
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２年間の授業実践

• 問題解決型協働学習の要件を満たす授業設計

• パフォーマンス課題
平成２８年度「数的な検討が必要である問題に対し，

モデル化とシミュレーション行い解決法を検討しなさい。 」

平成２９年度「ＴＦ－ＩＤＦ法およびナイーブベイズ分類器を用いて，

社会における問題解決の提案をしなさい。」

というパフォーマンス課題

• ルーブリックによる自己評価・教師評価

• ワークシートによるポートフォリオ評価
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平成２８年度 生徒の成果物
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平成２９年度 生徒の成果物
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授業で用いたルーブリック

観点 評価Ａ 評価Ｂ 評価Ｃ
問題設定
（関心･意欲･態度，
思考･判断･表現）

分類したいものを考え
ることができ，さらにそ
の分類をすることでど
のような人に有用かに
ついて考えることがで
きた

分類したいものを考え
ることができた

分類したいことを考え
ることができなかった

特徴語の分析
(思考･判断･表現)

自分自身でモデル化
の考えを理解し，モデ
ルを作成することがで
きた

他の人との意見交換
をすることにより，モデ
ル化の考えが理解で
きた

グループ学習を行って
も，モデル化の考えが
理解できなかった

資料の
作成
(思考･判断･表現)

説明の流れがわかり
やすいものにし、さら
に、スライド上でも説
明が伝わるような工夫
を取り入れた

説明の流れをわかり
やすくする、または、ス
ライドの見せ方に工夫
をする、の一方につい
て工夫した

単純に説明するだけ
の資料を作っただけで
何も工夫しなかった

学習活動とセットでワークシートに記述させることにより
学習活動とセットで評価活動ができるようにした。
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ワークシート

• ワークシートの内容

• 学習前の理解度

• 問題解決の過程における思考・判断・表現

• 学習過程の再現による問題解決の過程の振り返り

• 生徒自身による自己の変容に対する自己評価
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ワークシートの記述①
【問題解決の過程における思考・判断・表現】
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ワークシートの記述②
【学習過程の再現による学習の振り返り】
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事前・事後評価

• 授業の効果を測るために生徒アンケートを実施

• 事前評価（８～９月） 事後評価（１２～１月）
 事前・事後の２回により生徒の変容を評価

 ２年間の比較により教材による学習効果を評価

①知識・理解，②技能，

③思考・判断・表現，④関心・意欲・態度

に関する生徒の学習状況を調査した
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授業による生徒の変容①
（技能）
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授業による生徒の変容②
（思考・判断・表現）
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授業による生徒の変容③
（関心・意欲・態度①）
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授業による生徒の変容④
（関心・意欲・態度②）
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授業による生徒の変容⑤
（まとめ）
事前・事後の比較から

いずれの問題解決型学習においても、

思考・判断・表現や関心・意欲・態度が向上した

２年間の比較から
「モデル化とシミュレーション」 → データを作り、分析する

思考する場面が多いことから全般的に効果が高い

知識・理解や技能を幅広く身に着けるためには

どちらの学習も必要

→ 繰り返し問題解決型を行い、

思考・判断・表現する機会を補完する
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研究の結果と
今後の取組
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• 教材研究について整理できた

• 難しくても問題発見により

主体的に学習に取り組むことがわかった

• 授業設計の要件を整理し、授業設計がモデル化できた

• 思考力・判断力・表現力の向上が見られた

• 新しい評価法を活用できた

• ポートフォリオを基に振り返ることにより、

理解度が高まることがわかった

研究の成果

51/55



研究によりわかった課題

• 問題解決につなげられていない単元がある

• 学習するためのコミュニティづくり

（生徒の性格・人間関係・クラスの雰囲気）

• 紙のワークシートによる制約

特にフィードバックが難しい

→ e-ポートフォリオの導入の検討が必要

• 実際の授業から見えてきた評価の観点の検討
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今後の取組

• 新学習指導要領では学習内容が変更になる

他の単元でも

生徒が主体的に取り組み

思考力・判断力・表現力が向上する

授業や評価についての研究を継続する
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身の回りの事象を対象とした問題

大学入試共通テスト導入に向けた試行調査においても、

身の回りの事象を対象とした問題が出題された
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大学入学共通テスト導入に向けた試行調査（平成２９年）



協議したいこと

• 知識・理解を活用する問題、記述式問題の増加

→ 知識・理解を活用できるようにするための

授業の役割

• 多人数生徒に適時に評価を返し、

評価と指導の一体化が求められる

→ 効果的に評価活動を行う工夫
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