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研究課題番号・校種名 １ 高等学校 

教科名 ［専門教科］家庭 

研究課題 

学習指導要領の趣旨を実現するための学習・指導方法及び評価方法の工夫改善に関

する実践研究 

○実践力を育成するため地域との連携を深め，より充実した活動となるような「生

活産業基礎」の指導方法についての研究 
○実習を通して身に付けた思考力・判断力・表現力を今後の学習にどのように生か

し，高めることができるのか自己評価シート等を作成し，活用につなげるための指

導方法及び評価方法の研究 

学 E

ふ り

AAE校名 E

が な

A（生徒数） 
くまもとけんりつまつばせこうとうがっこう 
熊本県立松橋高等学校 （412人） 

所在地（電話番号） 〒869-0532 熊本県宇城市松橋町久具 300番地（TEL:0964-32-0511） 

研究内容等掲載ウェブサイト URL http://sh.higo.ed.jp/matsubasesh/ 

研究のキーワード 

・地域産業との連携 ・指導と評価の一体化 ・授業形態の工夫と指導内容の質的な改善  

・学習意欲を高めるワークシートの工夫 

・自己肯定感や自己有用感を高める指導方法の工夫 

研究結果のポイント 

○授業の過程の質的な改善を図るためにワークシートの内容を工夫した。このことにより，生徒は，

学習意欲の喚起，向上に，教師は，自身の授業を振り返り，指導の改善につなげることができ

た。 

○生徒同士の相互評価については，数値化した評価を生徒にフィードバックするだけでなく，生

徒同士が各々の評価についてコメントを交換し合うことで，自分の評価を客観視するととも

に，その後の学習意欲を高めることにつながった。 

○地域産業と連携した「道の駅弁」の取組は，生活関連産業への興味・関心を高めるとともに，将来の進

路設計や選択において効果的であった。 
○生徒自らが，自分の作品を評価したり，他の生徒の作品を評価したりする機会を設けることで，

作品製作の評価ポイントを確認するとともに新たな課題に気付くことができるようになった。 
○保育実習の記録簿の改善を行い，実習時に本日の目標をしっかりと立て，一日の記録をするこ

とで次の課題を見つけ自己評価や振り返りを行うことが出来た。 

○専門教科「家庭」における実践的・体験的な学習活動の充実を図るために，自己評価や観点別

学習状況等の評価表を改善することで，生徒が主体的に学ぶ保育実習を展開することができ

た。 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

主体性，協働性を高め，職業人として地域生活を支えることができる実践力を育成するための指導

方法と評価方法についての研究 ～地域産業と連携した取組を通して～ 

 

（２）研究主題設定の理由 

本校家政科は，専門科目30～34単位の学習を通して，衣食住・保育・福祉などのスペシャリストを目指す

人材を育成することを目標としている。また，本校では実践力の育成に力を入れており，地域社会や産業界

と連携し，外部講師による講話や講習，高齢者福祉施設や保育所等での実習，産業現場等の見学研修やイ

ンターンシップなどを実施している。これらの取組は，高校３年間の学習を通して生活関連産業に関する

職業についての理解を深め，知識や技術，実践力を身に付けることで専門性を生かした進路選択につながっ

ており，大きな成果を得ているといえる。本研究では，これらの取組に加え，地域産業と連携した取組

を通して，主体性や協働性を高める指導と評価方法について工夫・改善することにより，生徒が地域の

生活についての理解を深め，将来地域産業を支えることができる実践力を育成することができると考える。

また，身に付けた知識や技術を更に生かした専門的な職業人として，自信を持って進路選択ができるよ

うこの研究主題を設定した。 
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（３）研究体制 

  
              
 

                 
  

（４）２年間の主な取組 

平

成

28

年

度 

 「生活産業基礎」 「子どもの発達と保育」 

１
学
期 

・年間指導計画の見直しと作成，評価 

・実態調査①（生徒の意識調査） 

・自己評価表・ルーブリック評価表を活用

した授業の工夫 

・年間指導計画の見直しと作成，評価 

・ワークシートの工夫・改善 

・自己評価表・ルーブリック評価表を活用

した授業の工夫 

２
学
期 

・生徒間での相互評価表の工夫 

・研究授業及び研究協議「生活産業基礎」 

・保育実習に向けて，課題（スタイ・エプ

ロン・手作り絵本・布おもちゃ）製作と

評価の工夫 

３
学
期 

・指導計画及び観点別学習状況の評価規準

の見直しと作成，自己評価の見直し 

・実態調査②（生徒の意識調査，入学時と

の比較） 

・保育実習事前指導の工夫 

・保育実習の評価表作成，評価表の研究及

び自己評価表，観点別学習状況の評価表

の工夫・改善及び検討 

平

成

29

年

度 

１
学
期 

・年間指導計画の見直しと作成，評価 
・実態調査③（生徒の意識調査） 
・視覚教材を使用した事前学習 

・年間指導計画の見直しと作成，評価 

・保育技術の向上を図る授業の工夫 

２
学
期 

・発表型授業におけるルーブリック評価表

の活用と検証 
・見学学習の検討 

・研究授業及び研究協議「生活産業基礎」 

・自己評価表・他者評価表を活用した授業

の工夫 

・研究授業及び研究協議「子どもの発達と

保育」 

・保育実習事前指導の改善 

３
学
期 

・年間指導計画の見直し 

・実態調査④（生徒の意識調査，入学時と

の比較） 

・年間指導計画の見直し 

・保育実習評価表の検証と改善 

・保育実習事後指導の工夫、見直し 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
ア 指導と評価の改善 
（ア）講義型授業における改善 （イ）発表型授業における改善 （ウ）定期考査における改善 
イ 「生活産業基礎」における学習内容の充実を図るための連携 
（ア）教育課程の検討 （イ）「高校生オリジナル道の駅弁」の取組 （ウ）「子育てしやすいま

ちづくり」の取組 

ウ 「子どもの発達と保育」授業内容の改善・評価の工夫 
（ア）保育技術の向上を図る授業の工夫 （イ）自己評価表・他者評価表を活用した授業の工夫 

（ウ）保育実習の事前指導・事後指導の工夫 
（２）具体的な研究活動 

ア 指導方法と評価方法の改善 
（ア）講義型授業における改善  

まず，授業の冒頭で，生徒が「何を学ぶのか」を意識して取り組めるように，ワークシート

に本時の目標を記載する欄を設けた。また，まとめの時間を 10分間確保できるよう授業展開

を工夫し，目標をもう一度振り返らせた上で自己評価とまとめを実施できるよう欄を設けた。

ＪＡ宇城 
地域産業 

大 学 

＜校内組織＞ 
・校長 
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このワークシートは，生徒が自分の学習を振り返り適切に評価できるよう，今年度は４段階に変

更した。このことで生徒は，自身の授業に対する自己評価をより的確に行えるようになった。ま

た，生徒の自己評価を教員が確認することで，授業がどの程度生徒に伝わったかを確認できるな

ど，教員自身の授業改善にもつなげることができた。 
（イ）発表型授業における改善 

夏季休業前には課題の説明と２学期に実施する課題発表会の説明を行った。その際、課題レ

ポートの裏面に発表会で生徒同士の相互評価に使用する評価規準を記載し，その評価方法につ

いての説明を加えた。このことにより，生徒は課題の内容だけではなく，評価項目についても

意識してレポート作成に臨み，相互評価に示された評価規準に基づき，事前に発表の練習をす

るなど生徒の主体的な学びにつなげることができた。課題発表会では教員用のルーブリック評

価表も作成し，Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３が同じ評価表を使用したところ，評価の上位層と下位層の生

徒は共通する結果となった。発表型授業において複数の教員がブレのない評価をするためにル

ーブリック評価表を活用することは有効であったといえる。また，発表における生徒同士の相

互評価及び教師の評価については，昨年度から数値化して生徒へフィードバックを行った。今

年度はそれに加え，クラスメイトからのコメント欄と評価の高かった項目，低かった項目の欄

も設けた。フィードバック後にアンケートを実施したところ，ほとんどの生徒が具体的に数値

として発表の評価が戻ってくることや，クラスメイトから評価コメントがもらえることに関し

て肯定的だった。評価をフィードバックする取組は，次の発表への前向きな姿勢と捉えること

ができ，生徒の学習意欲の向上につながると感じた。 
（ウ）定期考査における改善 

定期考査では観点別学習状況の評価４観点を盛り込んだ問題を作成した。知識・理解の問い

に偏りがちな考査問題も４観点を意識することで，思考力・判断力を問う問題，資料を読み取る

問題など基礎的な知識を活用した問題作成を意識することができた。解答用紙は観点別に小計を

行うことで，生徒の頑張りや更に努力が必要な部分について具体的に生徒に説明しながら試験問

題を返却することができた。今年度は解答用紙を工夫し，採点時に観点別で小計することの煩わ

しさは軽減された。 
イ「生活産業基礎」における学習内容の充実を図るための連携 
（ア）教育課程の検討 

昨年度までは１，２年次に１単位ずつ履修していたが，科目の性質を考慮し，今年度から１

年次２単位履修へと変更した。昨年度は時間外の課題の他に代表者数名に活動させる場面が多

く，慌ただしく授業を実施し，教員側が事前準備や事後作業をする場面があった。２単位にな

ったことで，丁寧に進めたいところや，昨年度は代表者のみで実施した活動を全員での取組へ

充実させることができた。今後は、今年度の課題を踏まえ，次年度に向けた検証・改善に取り

組む。 

（イ）「高校生オリジナル道の駅弁」の取組 

販売実習に向けて，ＪＡ宇城，地元の生産者など多くの方々の協力により,生産者の方々と生

徒たちが直接話し合う場を設けることができた。このことにより，生徒たちは，自分たちの考え

や思いを伝えることの難しさや分かりやすく伝えるためのまとめ方などを工夫していた。このこ

とは，主体的な学びや職業人としての意識の醸成につながったといえる。販売実習実施後の進路

アンケート結果では，約６割の生徒が将来の職業選択の一つとして食生活関連産業への興味・

関心の高まりや，新たな選択肢の一つとなるなど，「道の駅弁」を軸とした学習は，進路計画

や選択の一助となる効果的な取組となった。 

（ウ）「子育てしやすいまちづくり」の取組 
   宇城市役所と連携した取組として，地域の子育て世帯についての現状把握等を含めた学習会

を行った。生徒たちは学習会後に地域の課題について自ら考え，高校生として何ができるかグ

ループ学習を基本に活動を進めた。グループ学習は班ごとにポートフォリオを用意したが，個

人の活動評価には結び付かずグループ活動の把握に留まっている。 
ウ「子どもの発達と保育」授業内容の改善・評価の工夫 
（ア）保育技術の向上を図る授業の工夫  
  乳幼児との触れ合う機会が少ない生徒にとって，「遊び」をコミュニケーションの手段とし

て取り入れることは有効であると考え，保育技術の向上を目指し，保育技術検定「造形表現」

４級に取り組んでいる。折り紙の経験が少ない生徒もおり，技術力には大きな個人差があった。



 
そこで，保育技術検定の評価項目を活用した自己評価ルーブリック評価表を作成し，自分の作

品を客観視でき、次の課題に気付くなどの効果があった。 
また，実際に現場で活躍している保育士を招聘し，講話や保育技術の実技講習会を開催した。

これらの取組を通して生徒は，乳幼児の発達の段階を意識した手遊びの仕方や絵本の読み聞か

せなどを体験したことで，目線や言葉遣い，発声方法などを学ぶことができた。 
（イ）自己評価表・他者評価表を活用した授業の工夫 

絵本の読み聞かせ大会では，生徒自身で絵本を選んだ後，グループごとに読み聞かせの練習

を行い，評価表を用いて自己評価とともに生徒が互いに評価し，改善点を教え合うこととした。

声の大きさや，表情，本の持ち方などの課題に気付き，改善することで，読み聞かせに対して

自信を持ち，保育実習に望むことが出来た。 

（ウ）保育実習における事前指導・事後指導の工夫・改善 
３日間の保育実習に向け各自対象年齢にあったおもちゃを考案する課題を与えた。授業で学んだ保

育の知識を活かし，発達の段階に応じたおもちゃを考え製作し保育実習の際に持参した。また被服製

作で身に付けた技術力を生かしたスタイを製作し実習先への贈り物とした。 
また，保育実習用記録簿の見直しと改善を行った。実習の記録簿に自己評価表の内容を分かりやす

くするため記述式項目を増やし、実習後でも振り返りが出来るように改善した。さらに評価表（教師

用巡回指導用，生徒自己評価用，実習先担当者用）には，客観的に評価ができるように基準となるル

ーブリック評価表を作成し活用した。生徒は目標をしっかりと立てたことで主体的に取り組むが出来

るようになった。さらに，一日の振り返りを行うことで，自分の課題に気付き，次の日の実習に生か

すことが出来た。 
３ 研究の成果と課題（○成果●課題） 

○授業展開やワークシートを工夫し改善をすることで，生徒は学習目標を意識し，学習意欲の喚起，向上に，

教員は授業を振り返り，指導方法の改善につなげることができた。 
●授業のまとめや振り返りを丁寧に行うために10分の時間を設定したが，時間確保は非常に難しく，改善が

必要である。 
○課題発表会における生徒同士の相互評価の方法については，数値化した評価結果を生徒にフィードバック

するだけでなく，生徒同士がコメントを交換し合うことで，その後の学習に対する意欲がさらに高まった。

発表型授業において，ルーブリック評価表を活用した評価は，複数の教員間でもブレのない評価を目指し

た取組として有効であった。 
●「生活産業基礎」は，教育課程を変更して１年目のため，今年度の取組を踏まえた検証をしていく必要が

ある。 
○地域産業と連携した「道の駅弁」の取組は，生活関連産業への興味・関心が高まるなど，将来の進路計画

や選択において効果的であった。 
○「保育技術検定４級の造形表現」において，作品の自己評価を行ったことで，評価ポイントを理解し、自

分の作品を客観視することができたことで，新たな課題に気付き主体的に課題を克服するきっかけになっ

た。 
○保育実習に向けた「実習の記録簿」の改善，「実習評価表」作成及び「自己評価表」を活用した事前指導を

行ったことで，生徒が主体的に考えて行動でき，記録簿や評価表を活用した振り返りを行ったことで充実

した保育実習となった。 

○グループ活動を積極的に取り入れたことで，生徒が主体的かつ協働的に学習に取り組み，生徒自

身が自らの課題を発見することができ、他者からの評価を意識することで技術力の向上や工夫改

善を図ることが出来た。 
●保育実習の評価表の活用方法については今後も引き続き検討・改善する必要がある。 

 

４ 今後の取組 

○専門的な学習の動機付けや職業観の育成を目指すことができるよう「生活産業基礎」の年間指導計画を

検討・精選する。 
○地域産業と連携を図った「保育実習」の実施と，各評価表の活用及び検討を行う。 
○「実習の記録簿」、「実習の評価表」の効果的な活用方法の研究を進め，授業の工夫・改善や保育実習

の事前・事後指導等に役立てていきたい。 


