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Ⅶ－１ 群馬県における総合的な学習の授業と評価の工夫

（１）総合的な学習への取り組み

① 最近の研究動向

「総合的な学習の時間」の実践が進むにつれて、また、中央教育審議会への諮問から答

申までの動きといった情報もあり、総合的な学習を進める上での課題が明確になってきて

いる。その課題の中核となるものは内容編成にあるといえる。多くの学校では、これまで

に総合的な学習の活動計画は作成されている。しかし、教科等の学習指導要領にあたる目

標及び内容の編成が未整備のため、評価規準が作れず評価ができないなどの問題が出てき

。 。ている学校もある 総合的な学習を通してどんな価値的なことを児童生徒に身に付けるか

、 。 、 、それが身に付いたか評価し 次の指導に生かすようにする さらには 自己学習力の育成

外部への説明責任も視野に入れた研究の一層の推進が求められている。

② 「内容系列表」の作成

②－１ その作成の必要

平成15年10月７日の中央教育審議会答申『 総合的な学習の時間」の現状と実施上の課「

題等』の文中に『…例えば 「総合的な学習の時間」の「目標」や「内容」は、各教科等、

と異なり学習指導要領に示されておらず 各学校においては 学習指導要領に示された 総、 、 「

合的な学習の時間」の趣旨及びねらいを踏まえ、具体的にこれを定めて計画的に指導を行

うことが求められる。…」という記述がある。

この「目標」と「内容」とは何か、こ図１ 教科と「総合的な学習の時間」の比較

れは各教科等の学習指導要領に相当する

ものである。これを定めないで学習活動

。を行ったらどういうことになるだろうか

ここで、教科と「総合的な学習の時間」

を比較しながら考えてみたい。

教科は、文部科学省が学習指導要領の

「目標」と「内容」を作成する。学習指

導要領には２章以降に各教科、道徳、特

別活動それぞれの「目標」と「内容」が

系統的に定められている。

次に 教科書会社が学習指導要領の 内、 「

容」を授業を通して実現できるように、

適切な教材を決め、単元・題材を作り、

教書を編纂する。
へんさん

、 、 、そして 各学校で先生方が学校 地域

児童生徒の実態等を考えて教科書の単元

・題材に調整を加えながら授業を行って

教科と「総合的な学習の時間」を対比してみると
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※ 各学校で創るカリキュラムは二つある
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。 、 、いるのではないだろうか あるいは 学習指導要領を足場にして独自の教材を開発したり

単元・題材の開発を行っている学校もあるかと思う。

では 「総合的な学習の時間」についてはどうだろうか。資料１に教科と「総合的な学、

習の時間」の授業までの流れを示してみた 「総合的な学習の時間」には、二つのねらい。

が示されているだけである。では、だれがそれを創るかといえば、各学校で先生方が創ら

ねばならない。さらに、各学校で創った「目標 ・ 内容」を足場にして、学校、地域、」「

児童生徒の実態から適切であると思われる教材を決めたり、単元を開発したりしなければ

ならない。だれがそれを行うのかといえば、これも各学校で先生方が行わなければならな

い。最後に授業を実施し、その結果を評価してカリキュラムの修正を続けていくわけであ

る。各教科等も「総合的な学習の時間」も基盤の整備においては同じ手続きを踏むことに

なるといえよう。

②－２ その特質

内容の編成にあたって～ねらいは「生き方」～

内容編成にあたって学習指導要領総則に示されている「総合的な学習の時間」の二つの

ねらい（資料１）がよりどころとなる。

資料１ 総合的な学習の時間のねらい

(1) 自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決

する資質や能力を育てること。

(2) 学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的に取

り組む態度を育て、自己の生き方を考えることができるようにすること。

この二つのねらいと、先行した教育課程審議会答申（資料２）を比較してみると内容的

に「総合的な学習の時間」のねらいが①～④の四つに整理できることが分かる。

資料２ 教育課程審議会答申（平成10年７月29日）

① 「自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解

決する資質や能力を育てること」

※(1)とそのままである。いわゆる「生きる力」の知的側面である。

② 「情報の集め方、調べ方、まとめ方、報告や発表、討論の仕方などの学び方やも

※(2)の冒頭の部分である。のの考え方を身に付けること」

③ 「問題の解決や探求活動に主体的・創造的に取り組む態度をそだてる 」。

※(2)の２番目の文節である。

④ 「自己の生き方についての自覚を深めること」

。（ 、 ）※(2)の文末の自己の生き方を考えることができるようにすることと同じである ※は 筆者

資料２の①～③は 「学び方」にかかわるねらいであり、④は 「生き方」にかかわる、 、

ねらいといえる ここで 改めて教育課程審議会の 教育課程の基準の改善のねらい 資。 、 「 」（

料３）を振り返ってみると、上記の①～③は、イの「自ら学び、自ら考える力を育成する

」 。 、 「 」 、 、 、こと に重る したがって ①～③は 総合的な学習の時間 のみならず 各教科 道徳

特別活動をも含めた教育課程全体を通して目指すべきねらいといえよう 「学び方」にか。

かわるねらいは「総合的な学習の時間」でも目指すが「総合的な学習の時間」特有のねら

いではない。残る④こそが「総合的な学習の時間」特有のねらいと考えられる。
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資料３ 教育課程の基準の改善のねらい

ア 豊かな人間性や社会性、国際社会に生きる日本人としての自覚を育成すること

イ 自ら学び、自ら考える力を育成すること

ウ ゆとりのある教育活動を展開する中で、基礎・基本の確実な定着を図り、個性を

生かした教育を充実すること

エ 各学校が創意工夫を生かし特色ある教育、特色ある学校づくりを進めること

「総合的な学習の時間」には、このように「学び方」と「生き方」の二つのねらいがあ

り 「学び方」は「生き方」を主体的、問題解決的に探求することとの関連において身に、

付けるものといえよう。

、 （ ） 。以上のことを踏まえ 各学校で内容編成 内容系列表 する際の留意点について述べて

ア 「総合的な学習の時間」の“ねらい”には、学び方と生き方の二つが示されてい

る。内容編成は、主に自己の生き方を考えられるよう具体化を考えて作成する。

。 、 、イ 内容については学習指導要領で示された三つの課題を参考にする なお その際

先進的な実践校の事例などを参考にすることも考えてよい。

ウ これまで実践してきた単元を通して、どのような子どもの育ちが現れたか、ある

いは、現れる可能性があるのかを教師間で出し合って文章化する。その際、学年の

発達段階に沿って内容項目の関連性や発展性、系統性を考慮して内容を配置する。

エ 内容を活動や教材のレベルで記述すると自由度が制約されてしまので可能な限り

資質・能力で書き、教材や活動を含まないようにする。各教科等の指導要領の内容

に相当するものなので、抽象度の高い文章となるようにする。

オ 単元を修正しながら実践しても、うまくいかない場合は内容自体を変えていくこ

とも必要である。常に、授業や子どもの実態をとらえて内容系列表を修正し続けて

いくことが必要である。

次に、このような点に留意しながら作成された「内容系列表 群馬県教育センター試案

2003年版 （小学校、中学校別に掲載 、及びこのマスタープランを参考に、学校で自主」 ）

的に編成された内容系列表である「群馬町立金古南小学校 内容系列表 年版」を紹2004
介すると、次頁のようである。

表の左側の「国際理解 「情報 「環境」などが領域である。算数科でいえば内容領域」 」

（ 数と計算 「量と測定 「図形」など）に相当するものといえよう。そして、領域の内「 」 」

容欄のア、イ、ウなどが内容項目になる。これは、領域の目標を意味的に分析し、要素に

分解した結果から導き出されたものである。算数科でいえば「数と計算」領域の下にある

「分数の乗法及び除法の意味について理解し、それらを適切に用いることができるように

する」や「図形」領域の「身近にある図形について、その概形をとらえ、およその体積を

求めることができるようにする」などの内容項目に当たる。

一方、これらの内容項目を学年発達（ここでは二学年段階ごと）に応じて具体化する。

このように、縦列に内容（スコープ）を、横列に校種・学年別の児童生徒の発達的特質

（シークェンス）を配置しながら内容を編成していく。

教科では、子どもの育ちを評価していく場合、目標・内容から評価規準を設定し評価し

ていく 「総合的な学習の時間」についても同じことがいえよう。子どもたちにどのよう。
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群馬町立金古南小学校 年版『総合的な学習の時間』の内容系列表 2004
南風の時間の目標

○各教科等で培われた基礎・基本を生かして、自ら課題を見つけ、主体的、創造的に課題解決に取り組む態度を育

てる。

○他の人のよさに気付きながら、学び方やものの見方、考え方を身に付け、自分の生き方を考えることにつな

げる資質・能力を育てる。

領
域 領域の目標 領域の内容 中学年の内容 高学年の内容

諸外国との異文化 ①異文化尊重の ①諸外国の歴史や文化に ①諸外国の歴史や文化の
交流を通して、その 態度 ふれ、親しみをもつと 違いを理解するととも
国の文化や歴史に関 ともに、そのよさに気 に、そのよさを尊重す国
心をもち、国際社会 付く。 る。際
の一員として自覚を ②自国の歴史や伝統文化 ②自国の歴史や伝統文化理
もって生きていくこ ②自国の歴史や伝 にふれ、興味をもち、 を理解し、そのよさを解
とのできる資質や能 統文化の理解 そのよさに気付く。 尊重する。
力を育てる。 ③外国語に興味・関心を ③外国語で簡単な会話を

③外国語による もち、言葉やその言葉 進んで行う。
コ ミュニケー を使ったゲームや歌に
ション 親しむ。

障害をもっている ①様々な人への理 ①自分の身近にいる高齢 ①自分の身近にいる高齢
人や高齢者との交流 解や尊重など、 者や障害者と交流し、 者や障害者と積極的に
を通して、互いの立 豊かな人間性 かかわり合いながら、 かかわり合いながら、
場を理解し、尊重し 温かい気持ちで接し、 互いを理解し、支え合人
ながら、共に生きて 助け合おうとする。 って生きていくことに権
いこうとする資質や 気付く。・
能力を育てる。 ②高齢社会や福祉 ②高齢者や障害をもった ②高齢者や障害をもった福

社会の問題やそ 人たちが抱える問題や 人たちが抱える問題を祉
の理解 みんなが暮らしやすく 理解し、福祉について

するための工夫に気付 認識を深める。
く。

③共に生きていく ③みんなが幸せに暮らせ ③みんなが幸せに暮らせ
ための実践的な るために、自分ででき るために、より充実し
態度 る身近なことを考え、 た高齢化社会や福祉社

実践しようとする。 会を目指して、自分が
できる活動を考えて、
実践しようとする。

身近な自然に目を ①自然に対する環 ①身近な自然に目を向け ①様々な環境問題に関心、
向け、自然の大切さ 境への関心 自然の大切さに気付く をもち、自然と人間の。
に気付き、共生して 営みの関係に気付く。環
いこうとする態度を ②環境問題と日 ②人間の日常生活と環境 ②環境問題と人間の生活境
育てたり、様々な学 常生活とのか 問題が、互いに大きく の営みとのかかわりを・
習や生活との関連に かわり 影響し合っていること 理解し、自然との共生情
おいて、自分の必要 に気付く。 を考える。報
な情報を収集し、発 ③情報収集と活用 ③様々な方法で情報を収 ③目的に応じた情報を収
信したりできる資質 集し、自分に必要な情 集し、取捨選択すると
や能力を育てる。 報を選択する。 ともに、その情報を自

分の考えや生活に生か
す。

学校や地域のよさ ①学校や地域の人 ①学校や地域の人々が生 ①学校や地域の人々が抱
を知る活動を通して 々が抱える問題 活をよりよくするため えているよさや問題点、
学校やふるさとに根 の把握と理解 に、様々な工夫や努力 を探るとともに、人々学
ざした人々の生活の をしていることに気付 の思いや願いを自分た校
知恵や努力を知ると く。 ちの生活と関連付けな・

、 。地 ともに、地域に愛着 がら 多面的に考える
をもち、郷土の一員 ②学校や地域の人 ②学校や地域の人々の思 ②学校や地域の人々の思域
として生きていく資 々の思いや願い いや願いを知り、それ いや願いを問題点と共
質や態度を育てる。 の把握と学校や ぞれのよさに気付く。 に重ね合わせて考え、

郷土への愛着 学校や地域の一員とし
ての自覚を持ち、より
一層愛着をもてるよう
にする。
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１「総合的な学習の時間」内容系列表（群馬県総合教育センター試案2003年版)№

各 学 年 の 内 容領

小学校３・４年 小学校５・６年域 領 域 の 目 標 領 域 の 内 容
人と人との相互理解 ア異文化理解及び異 ア世界の様々な国の歴史や文化に進 ア世界の様々な国の歴史や文化につ

・相互交流を基本に国 文化尊重の態度 んで親しみ、それぞれのよさに気 いて理解を深め、視野を広げる。

際化の進展に対処する く。国

ことができるよう、日 イ共生（国際交流・ イ様々な国の人々と交流し、誰とで イ様々な国の人々と交流し、それぞ

本や世界の国々の歴史 協調） も仲良く助け合おうとすることが れの国のよさを尊重すると共に、際

や文化に関心をもち、 できる。 大切にしようとする。

異文化交流を通して異 ウ地域や自国の歴史 ウ郷土の文化や先人の偉業、歴史に ウ日本の歴史や伝統、文化について理

文化を理解し尊重し、 や伝統文化等の理 ついて調べ、興味・関心をもつ。 学び、大切にしようとする。

国際社会の一員として 解及び自己の確立解

共に生きていくことの エ外国語によるコミ エ外国語に興味・関心をもち、歌や エ外国語に興味・関心をもち、簡単

できる資質や能力を育 ュニケーション 言葉に親しむ。 な日常会話に慣れ親しむ。

てる。

様々な学習や生活と ア情報収集と活用 ア課題意識をもって、必要な情報を ア多様な情報源を用いて、目的に応

の関連において、多く 収集・選択し、生活に役立てよう じた適切な情報を収集・選択・整情

、 。の情報の中から自分に とする。 理し 生活に生かすことができる

必要な情報を収集・選

択し活用することがで イ責任ある情報の発 イ相手の気持ちを考えた情報の発信 イ受け手の願いや状況、メディアの

き、情報の積極的かつ 信 ができる。 特性などを考慮し、責任ある情報報

責任ある発信ができる の発信ができる。

資質や能力を育てる。

身近な自然に積極的 ア自然に対する感受 ア様々な体験活動を通して、身近な ア自然に対する豊かな感受性や環境

にかかわり、自然のも 性や環境への関心 自然に親しみ、自然の大切さに気 に対する関心を高め自然を大切に

つ豊かさや大切さに気 付く。 しようとする。

付き、生活と環境との イ環境問題と生活様 イ身近な環境問題を知り、それは自 イ環境問題の現状について、科学的環

かかわりについて理解 式とのかかわりに 分たちの生活と深いかかわりがあ な方法を用いてとらえると共に、

を深め 自然と共生し ついての理解 ることが分かる。 自分たちの生活とのかかわりにつ、 、

自分にできる方法での いて考える。

環境保全やよりよい環 ウ環境保全やよりよ ウ環境問題の解決や環境の保全、よ ウ環境問題の解決やよりよい環境創

境を創造する資質や能 い環境創造のため りよい環境の創造を目指した地域 造を目指した取組が抱える構造的

力を育てる。 に、主体的に行動 の人々の気持ちや取組、関係機関 問題について認識を深め、その上境

、 、する実践的態度 の取組などを知り、自分にもでき で 自分たちの生き方を振り返り

る方法で実践しようとする。 日常的実践に移すことができる。

自分を含め、様々な ア他者への尊重・尊 ア身近にいる高齢者、年少者、障害 ア様々な人々とのかかわりを通して

人々がそれぞれに生き 敬・思いやりなど 者などとかかわりながら、それぞ 人は生きがいをもって生きている

がいをもって生きよう の豊かな人間性 れの人の存在の大切さに気付き、 ことや互いに助け合っていること

としていること、その 温かい気持ちで接する。 を理解し、他者を尊重し、思いや福

ためにお互いに助け合 りをもって接する。
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っていることを理解し イ福祉にかかわる社 イ様々な人々の置かれている社会的 イ日々の生活は人々の支えや助けに、

より一層充実した福祉 会の特質・問題の 状況を知ると共に、身近なところ よって成り立っていることや福祉

社会の実現に貢献する 理解と、介護・福 に配慮や工夫があることが分か 社会の現状や問題点を知り、福祉

資質や能力を育てる。 祉などの課題につ る。 に対する認識を深める。

いの認識

ウよりよい福祉社会 ウ身近な福祉問題の解決の方法やみ ウみんなが生き生きと充実した生活祉

実現のために、主 んなが幸せに暮らせる社会につい を送ることができる福祉社会とは

体的に行動する実 て考え、自分にもできることを実 どんなものなのかを考え、福祉問

践的態度 践する。 題の解決やより充実した福祉社会

を実現するために自分ができる活

動を進んで実践しようとする。

生命のすばらしさや ア生命を尊重し、大 ア動植物の生体や生育環境に関心を ア生命誕生の神秘を知り、自分自身

尊さに気付き、自他の 切にしようとする もったり、自分の成長を振り返っ の命が周りの人々とのかかわりの生

生命を尊重する心をも 態度 たりする活動を通して、生命のす 中で生まれ育まれてきた尊いもの

ったり、心身共に健康 ばらしさや大切さに気付き、生命 であることを実感し、すべての生命

で安全な生活を営んだ を大切にすることができるように 命を慈しみ、尊重しようとする心

りすることができる資 する。 をもつ。・

質・能力を育てる。 イ健康で安全な生活 イ健康で安全な生活を送るために必 イ自分たちの生活の現状から病気や

についての理解及 要な基本的生活習慣の大切さに気 けがの予防、健康増進のメカニズ健

び実践する能力や 付き、自分の生活を振り返り、よ ムを理解し、自分の生活を見直し

態度 りよい習慣や態度を身に付けよう て、よりよい生活環境を創造する康

とする。 ことができるようにする。

自分たちが暮らして ア地域の伝統・文化 ア地域探検や地域を支える人々との ア地域の伝統、文化、歴史、産業な

いる地域に愛着をもち ・行事・生活習慣 交流などを通して、地域の人々の どの特色、それらを支える人々の、

家庭や学校を含めた地 ・政治・経済・産 思いや願いを知ると共に、地域へ 存在や取組を知ることを通して、地

域の生活上の諸問題に 業などの現状や問 の関心や愛着をもつ。 郷土への愛着を深める。

ついて理解を深め、自 題点の理解

他を尊重しつつ、地域 イ地域や学校等の行 イ地域社会の一員として、地域の生 イ地域社会の一員としての自覚をも

社会の一員としてより 事や活動、生活上 活や文化等を守り、受け継ぐと共 ち、地域の抱える問題点を理解し

よい民主的な生活の実 の問題等の解決に に、よりよい郷土を創るために自 た上で、自分たちの地域での生活域

現に意欲的、協力的に 向けて自他を尊重 分たちのできることを考え、取り や文化を守り、発展させていくた

取り組もうとする資質 して協力的に取り 組む。 めの方法を考え、取り組む。

や能力を育てる。 組もうとする態度

職業の大切さや労働 ア具体的な活動や体 ア家庭や学校 地域での仕事にふれ ア職業調べや職場見学、地域の人と、 、

の意義について理解す 験を通しての職業 それらが自分たちの生活を支えて 共に働くことなどを通して、働く進

ると共に、自己の適性 観・労働観の拡充 いることを知り、働くことの大切 ことの喜びや苦労、それぞれの職

や将来について考え、 さに気付く。 業の大切さを実感する。

個性豊かによりよく生 イ自己の価値観の確 イ身近な人々の様々な姿や職業に対 イ自己の適性や将来について考え、

きていくことができる 立 する思いや気概にふれ、その生き なりたい自分に向かって、自己を路

資質・能力を育てる。 方に関心をもち、自分の姿を見つ より高めていこうとする。

める。
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２「総合的な学習の時間」内容系列表（群馬県総合教育センター試案2003年版)№

各 学 年 の 内 容領

中学校１・２年 中学校３年以上域 領 域 の 目 標 領 域 の 内 容
人と人との相互理解 ア異文化理解及び異 ア他国の歴史や文化への関心を高め ア他国の歴史や文化、伝統を包括的

・相互交流を基本に国 文化尊重の態度 ると共に、そこに見られる共通性 ・体系的に理解し尊重しようとす

際化の進展に対処する や差異を理解し尊重しようとする る。国 。

、ことができるよう、日 イ共生（国際交流・ イ異なる立場や考えの人、外国人な イ様々な国の人々と積極的に交流し

本や世界の国々の歴史 協調） どと協調し活動しようとする。 国際親善に努めようとする。際

や文化に関心をもち、

異文化交流を通して異 ウ地域や自国の歴史 ウ自国のよさを見つめ、日本人とし ウ国際社会の一員として、日本や日理

文化を理解し尊重し、 や伝統文化等の理 ての自覚をもち、自己の在り方を 本人の役割について考えようとす

国際社会の一員として 解及び自己の確立 考えようとする。 る。解

共に生きていくことの

できる資質や能力を育 エ外国語によるコミ エ外国語によるコミュニケーション エ外国語で意思の疎通ができるよう

てる。 ュニケーション を積極的に図る。 にする。

様々な学習や生活と ア情報収集と活用 ア課題や目的に応じて情報手段を適 ア課題や目的に応じて情報手段を適

の関連において、多く 切に活用し、必要な情報を収集・ 切に活用し、収集・選択した情報情

の情報の中から自分に 選択・整理・処理し、生活に生か を判断し、分析すると共に生活に

必要な情報を収集・選 すことができる。 生かすことができる。

択し活用することがで イ責任ある情報の発 イ社会生活の中で情報や情報技術が イ社会生活の中で情報や情報技術が

き、情報の積極的かつ 信 果たしている役割や及ぼす影響を 果たしている役割や及ぼす影響を報

責任ある発信ができる 理解すると共に、受け手の状況な 理解し、情報モラルの必要性や情

資質や能力を育てる。 どを踏まえ責任ある情報の発信が 報に対する責任について考え、望

できる。 ましい情報社会の創造に参画しよ

うとする。

、身近な自然に積極的 ア自然に対する感受 ア多様な視点や論理で地球規模の自 ア地域規模・地球的規模の環境問題

にかかわり、自然のも 性や環境への関心 然を見直し、自然保護に必要な生 自然破壊等を多様な視点から科学

つ豊かさや大切さに気 活の在り方を考える。 的に分析し、産業と自然や環境と

付き、生活と環境との のあるべき姿を考える。環

かかわりについて理解 イ環境問題と生活様 イ生産・流通・消費といった人間の イ人間と環境との関連性を幅広くと

を深め 自然と共生し 式とのかかわりに 生活の営みが様々な面で環境に影 らえる中で諸矛盾を見出し、人間、 、

自分にできる方法での ついての理解 響を及ぼしていることを理解する の責任や役割について理解し、よ。

環境保全やよりよい環 りよい自然との共生について考え

境を創造する資質や能 る。

力を育てる。 ウ環境保全やよりよ ウよりよい環境創造、経済活動や生 ウ環境問題の解決やよりよい環境の境

い環境創造のため 活様式の変化など多面的な視点か 創造のための取組の裏にある諸矛

に、主体的に行動 ら環境問題をとらえ、自分ができ 盾に気付き、将来にわたって考え

する実践的態度 ること考えたり 実践したりする ていかなければならいことは何か、 。

を考え、自分なりの日常的実践を

行う。

自分を含め、様々な ア他者への尊重・尊 ア地域の人々との交流や体験活動を ア誰もが障害をもつ可能性があり、

人々がそれぞれに生き 敬・思いやりなど 通して、高齢者や障害者などを正 高齢者になることを前提に、高齢

がいをもって生きよう の豊かな人間性 しく認識すると共に、互いの違い 者や障害のある人々は特別な存在

としていること、その や個性を認め合い、尊重し、思い ではないし、その人格が尊ばれ、福

、ためにお互いに助け合 やりをもって接する。 一般の社会のなかに普通に参加し
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っていることを理解し 平等に生きる権利があることを認、

より一層充実した福祉 識する。

社会の実現に貢献する イ福祉にかかわる社 イ高齢者や障害者などの置かれてい イボランティア活動などを通して様

資質や能力を育てる。 会の特質・問題の る現実など現代社会の福祉にかか 々な福祉にかかわる問題を認識し

理解と、介護・福 わるの現状や問題点をとらえると 福祉政策や社会的諸サービスが対

。祉 祉などの課題につ 共に、ボランティア活動などの体 等の生活原理であることが分かる

いの認識 験等を通して福祉に対する認識を

深める。

ウよりよい福祉社会 ウ身近な福祉問題の解決やよりよい ウ福祉にかかわる様々な問題につい

実現のために、主 福祉社会実現への様々な取組やそ て、日本と諸外国の取組とを比較

体的に行動する実 れに携わる人々の気持ちや考えを したり、福祉政策の問題点につい

、 、践的態度 知り、自分ができることを発信し て分析したりして 考えをまとめ

たり、実践したりする。 提言として発信していく。

生命のすばらしさや ア生命を尊重し、大 ア自分自身の生命をはじめ身の回り ア生命について自然科学・社会科学

尊さに気付き、自他の 切にしようとする の様々な生命が互いに関係し合い ・倫理等の面から考えたり、過去生

生命を尊重する心をも 態度 生かされていることに気付き、生 と現代人の考え方などを比較した

ったり、心身共に健康 命の尊さや自他の生命を尊重しよ りしながら、自他の生命に対する命

で安全な生活を営んだ うとする心をもつ。 とらえ方を振り返り、生命を尊重

りすることができる資 しようとする心をもつ。・

質・能力を育てる。 イ健康で安全な生活 イ健康で安全な生活を送るために運 イ健康で安全な生活を送るためにエ

についての理解及 動・栄養・睡眠・食事などの多面 イズなどの感染予防についての基健

び実践する能力や 的な視点から自分の生活を見直し 礎的な知識をもつと共に、そこに、

態度 科学的な追究を基によりよい生活 は偏見や差別が存在することを人康

環境を創造することができるよう 権や道徳の面からとらえるように

にする。 する。

自分たちが暮らして ア地域の伝統・文化 ア地域や生活上の問題について地域 ア地域社会の現状や問題点を政治、

いる地域に愛着をもち ・行事・生活習慣 の専門家や様々な立場の人の意見 経済、産業等、多面的、多角的な、

家庭や学校を含めた地 ・政治・経済・産 を聞いたり、客観的、科学的にと 視点からとらえ分析・判断し、解地

域の生活上の諸問題に 業などの現状や問 らえたりして解決の方向性を探る 決しようとする。。

ついて理解を深め、自 題点の理解

他を尊重しつつ、地域 イ地域や学校等の行 イ地域社会を構成する一員としての イ地域社会を構成する一員としての

社会の一員としてより 事や活動、生活上 自覚と誇りをもち、他と協力して 自覚と誇りをもち、自他を尊重し

よい民主的な生活の実 の問題等の解決に よりよい郷土の創造を目指した取 つつ、よりよい社会の実現を目指域

、 。現に意欲的、協力的に 向けて自他を尊重 り組みを行う。 して その発展に尽くそうとする

取り組もうとする資質 して協力的に取り

や能力を育てる。 組もうとする態度

職業の大切さや労働 ア具体的な活動や体 ア職業調べや職場体験を通して、働 ア職業調べや職場体験等を通して、

の意義について理解す 験を通しての職業 くことの喜びや厳しさ、働く人た 職場には性差や制度による様々な進

ると共に、自己の適性 観・労働観の拡充 ちの仕事に対する思いや責任感に 問題点のあることを科学的に理解

や将来について考え、 ふれ 労働の意義について考える し、自己の職業観を振り返る。、 。

個性豊かによりよく生 イ自己の価値観の確 イ自己の適性や将来の職業選択を視 イ現在や将来を真剣に考え、様々な

きていくことができる 立 野に入れ、自己を高めいくために 社会参加の在り方や生き方の選択路

資質・能力を育てる。 何が必要か考え、取り組もうとす 肢があること、生きがいをもって

る。 充実した人生を送ることの意味等

を考える。
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な価値的な育ちを身に付けてほしいのかを考え、そのためには、どのような単元を組み、

子どもたちに身に付いたかを評価していくために、内容系列表を基にしていけばいいわけ

である。

また、この試案では、小・中学校間に一貫性をもたせたものとなっている。今後は、各

中学校区内を単位にしながら、小・中学校の連続性を視野に入れて内容編成することが望

まれる。

（２）実践校の紹介

（２）－１ 群馬県群馬町立金古南小学校

① 学校所在地等

・学校の所在地 〒370－3511 群馬県群馬郡群馬町大字金古６５８番地

・現在の学年別学級数及び児童数

学年 １学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年 特学 合計

学級数 ２ ３ ２ ２ ２ ２ １ １４

児童数 ７１ ８７ ６７ ７５ ７８ ７５ ８ ４６１

・教職員別人数

校長 教頭 教諭 養護 事務 学習指導 公仕 図書館 特学 新さくら

教諭 職員 助手 司書補助 助手

１ １ １８ １ １ ２ １ １ ２ ２

② 学校の沿革

本町は、榛名山麓の東南に位置し、県庁所在地である前橋市と経済の中心である高崎市

に隣接し、利便性に富むため、両市のベットタウンとして急発展してきた町である。町内

には、国指定史跡、保渡田古墳群をはじめ、上野国分寺跡、豪族巨館跡等が点在する。ま

た、詩人山村暮鳥やアララギ派の歌人土屋文明等、著名な文化人を輩出するなど歴史と文

化の薫り高い町である。かつては、農業が盛んで、桑畑も多く、農家の副業である養蚕業

も非常に盛んであったが、今では都市化が進み、専業農家は激減している。

本校は、２５年前に人口の急増に伴う、児童数の増加により、近くの小学校から分離新

設された学校である。特色として、開校当時から続いている県立二葉養護学校との交流と

夏の盆踊り大会があげられる。県立二葉養護学校の友だちと学校紹介をしたり、楽しくゲ

ームをしたりすることを通して、思いやりの心を育んできた。また、親子と教職員、さら

に地域の人々と協働して盆踊り大会を行うことを通して、地域に開かれた学校を目指すと

ともに、地域から信頼される学校作りに努めてきた。

また、平成１２年度から３年間、群馬県教育委員会より教育課程研究開発校として指定

を、併せて、平成１３年度には、国立教育政策研究所より教育課程研究指定校の指定を受

けた。研究主題「生きる力を育む学校教育の創造」のもと、表現する力、考える力、豊か

な心を育成し、互いによさを認め合い、楽しく学び合う児童を目指して、研究に取り組ん

できた。

本校の総合的な学習の時間は 「南風の時間」と称され、金古南小学校の子供たちが、、
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総合的な学習の時間を通して 『南風のように、心があたたかくやさしく、主体的に活動、

する力を身に付けること』を願って、保護者と児童から、公募・選定し、名付けた。総合

、 、 。 、的な学習の時間については 移行期の１２年度から 授業実践を積み重ねてきた 併せて

地域にある総合的な学習に活用できる人的・物的な教材があるか、夏休みを利用して、教

職員が地域を巡り調査に取り組んだ。ここで得た情報をもとに、地域教材を生かした総合

的な学習の時間の、学習内容を決定していった。平成１４年度には、内容系列表を作成す

るとともに、全体計画を作成した。１５年度は、これらの計画をもとに、学習内容の精選

に努めてきた。１６年度については、身に付けたい資質や能力の確認をするとともに、評

価規準や評価基準の設定についても検討していきたいと考えている。

（２）－２ 群馬県新田郡新田町立綿打中学校（平成17年度より太田市立綿打中学校）

① 学校所在地等

・学校の所在地 〒370-0346 群馬県新田郡新田町上田中１８２番地の１

・現在の学年別学級数及び生徒数

学年 １学年 ２学年 ３学年 特学 合計

学級数 ３ ３ ３ １ １０

生徒数 １１９ １０１ １１３ ３ ３３５

・教職員別人数

校長 教頭 教諭 養護教諭 事務職員 補助教員 相談員 ＡＬＴ 用務員 合計

１ １ １７ １ １ １ １ １ １ ２５

② 学校の沿革

昭和２２年 ４月１９日 新田町立綿打中学校を現綿打小学校に設立 校章制定

２３年１２月 ８日 綿打小学校より現在地に移転

３０年 校歌制定

４３年 ２月 ４日 県教委・郡学校保健会保健指定校発表

５７年 ４月 昭和５７・５８年度文部省同和教育研究指定校

６０年 ４月 県福祉教育推進協力校（３年間指定）

平成 ６年１０月 文部大臣賞表彰（学校保健統計調査）

７年 ４月 特殊学級設置

８年１１月 ７日 県教委指定国際理解教育実践推進校研究発表

１０年 ９月 心の教育相談員設置

１１年１１月１０日 群馬県中学校数学研究部発表会開催

１２年～１４年 総合的な学習の時間に視点をあてた校内研修

・総合的な学習の時間の名称＝「新田町発見タイム」

ふるさと新田町を知り、地域のよりよい未来を創造できる地域人としての参画を目指し

て「新田町発見タイム」と称し、活動に取り組むこととした。自分たちの住んでいる地域

の自然環境や社会環境、福祉や歴史・文化などについて、地域と自分たちとの関わりにつ

いて考えながら課題解決学習に取り組んでいる。
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（３）年間単元指導計画の作成

実践校の年間単元指導計画の一部を以下に示した。実施学年、実施時期（期間 、単元）

名、単元の目標、実現する内容、単元の評価規準である。

群馬町立金古南小学校の単元名「群馬町をアピールしよう」では、金古南小学校「南風

の時間」の目標及び内容系列表に示された「地域」の内容をこの単元で実現しようとして

いる。

新田町立綿打中学校の単元名「地域の環境保全を考えよう」では、内容系列表（群馬県

） 「 」 。教育センター試案2003年版 の 環境 の内容をこの単元で実現しようとしたものである

群馬町立金古南小学校

＜小学６年＞

月 単元 主 な 活 動 単元の目標 内容領域 単 元 の 評 価 規 準

群馬町カルタの 地域の伝 ○地域 ○関心・意欲・態度○

読み札や絵札につ 統工芸、農 ①群馬町の伝統工芸、農産業、歴史、福祉

＜

いて興味や疑問に 産業 歴史 などに関心をもとうとする。９ 群 、 、

。月 馬 思ったことを出し 福祉などを ②群馬町の特色を意欲的に伝えようとする

合い、学習課題を アピールす ○思考・判断

～

町

つくる。 る活動を通 ①見通しをもって学習計画を立て、課題を12 を

○学習課題を発表 して、それ 追究することができる。月 ア

し、類似する学習 らを支える ②地域とそこに生まれた生活の知恵や文化

（

ピ

課題ごとにグルー 人々の生活 伝承への思いや努力を考え合わせること全
ー

ピングを行い、学 の知恵や文 ができる。２ ル

習計画を立てる。 化伝承への ③群馬町をアピールする学習と自分の生活６ し

○様々な立場から 思いや願い とを関連付けながら、郷土への愛着をも時 よ 、

課題を追究する。 を知るとと つことができる。間 う

調査活動でお世 もに、郷土 ③○技能・表現

） ＞

○

話になった人や地 への愛着を ①課題解決に向けて必要な情報を集めるこ

域の人たちを招き もつ。 とができる。、

発表会を開く。 ②群馬町の特色を多様な表現方法で伝える

活動を振り返り ことができる。○ 、

自分たちの生活に ○知識・理解

生かせることを話 ①地域の伝統工芸や歴史、農産業、福祉な

し合う。 ど支える人々の願いや努力を理解する。
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新田町立綿打中学校

＜中学１年＞

月 単元 主 な 活 動 単元の目標 内容領域 単 元 の 評 価 規 準

環境に関するビ 地域の環 ○環境 ○関心・意欲・態度○

デオや講話などの 境に関する ①地域の環境に関する調査や聞き取り、実

情報を収集し、整 調査や聞き 験や観察などの体験活動や追究結果の発

＜

理し、課題を決定 取り、実験 信に関わる活動に自主的に取り組もうと地

５ 。域 する。 や観察など する

○課題解決のため の体験活動 ○思考・判断月 の

の活動計画を立て を通して、 ①地域の環境と自分たちの生活との関わり

～

環 、

調査する。 地域の環境 を考えて、計画や追究、まとめをするこ２ 境

○調べて分かった と自分たち とができる。月 保

ことをまとめ中間 の生活との ②収集した資料から、よりよい環境作りの

（

全

発表会を行う。 関わりを理 ための自分たちなりの考えをまとめるこ全 を

○追究計画を見直 解し、環境 とができる８ 考

して 再調査する 保全のため ③自己の生活をふり返り、環境改善に向け０ え 、 。

。時 よ ○新たに収集した に、地域に た具体的な行動案を考えることができる

情報や明らかにな 発信する活 ○技能・表現間 う

ったことを中心に 動を工夫し ①文献資料や情報機器の活用、聞き取り調

） ＞

資料を整理し、自 たり、自分 査や講話などから、環境と自分たちの生

分たちなりの考え なりにでき 活との関わりについて情報を収集するこ

を実践するための ることを実 とができる。

具体的な行動案を 践すること ②地域の環境について調べたことや考えた

考える。 ができる ことを、分かりやすく工夫して地域に発。

○発表の内容や方 信することができる。

法を考え、追究の ○知識・理解

成果をまとめ、発 ①地域の環境と自分たちの生活は深く結び

表する。 ついていることがわかる。

○活動のまとめと ②地域の環境保全に向けた提言や行動案の

反省をする。 利点、及びそれによって期待できる効果

を理解する。

（４）単元指導計画のフォーマットとその作成要領

単元指導計画は、第Ⅱ章第５節に示されたフォーマット及びその作成要領に沿って作成

することにした。
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すなわち、①単元指導計画の対象学年及び担当者の決定→②単元名及び学習活動の決定

→③単元設定に関わる「教師の願い」の決定→④単元設定に関わる「子どもの実態」の記

述→⑤単元の目標の決定→⑥単元の評価規準の作成→⑦学習過程における単元の評価規準

の具体化と評価資料の決定→⑧評価資料（略）→⑨評価基準の設定→⑩評価の３つの機能

への対応計画の決定の順に沿って単元指導計画を作成することにした。

以下、本県なりに工夫した点や留意した点などを、実際の取組を踏まえて記すことにす

る。

単元構想の段階で、これまでの学習経験や生活経験、実践の蓄積などから考え、子ども

の求めを出発点として、活動の広がりやつながり、活動の展開途上で出会い解決していく

であろう問題、結果的に学ぶであろう価値的な内容等を想定する。その時の道具立てとな

るものとしてウェビングなどが考えられる。教師の教材研究としてウェビングを用いる場

合、まず、紙面の中心に題材や活動名を書き、それをめぐって展開されるであろう活動や

教育的な価値内容を書き出す。次に地域や学校、学年、学級の実態を考えながら、ウェビ

ングマップを眺め、子どもたちがこのマップ上をどのように進み、どこで立ち止まり、そ

こで何を考えるか予測する。それと同時に、それぞれの場所でどのような価値的な内容を

学ぶことができるかという可能性を考える。さらに、そのためには、どのような支援をす

ればよいかシミュレーションし、展開可能な道筋を探る。これによって、単元のアウトラ

インをデザインすることが考えられる。さらに、子どもの自然な意識の流れに沿っている

か、価値的な内容（内容系列表の内容項目）が学ばれる流れになっているかなどを見直し

ながら単元指導案の様式に仕上げていく。

② 単元名及び学習活動の決定に関して

単元名は、そこで児童生徒のどのような問題解決が展開されるか分かるようなものがよ

い。次に、そのような問題解決の活動を通して実現される内容を検討する。これは、 各

学校で編成する内容系列表に示されているものである。

その際、活動と内容が教科（生活科を除く）のように１対１で対応しないことが多い。

これが経験単元の特色ともいえる。

生活科を例に考えてみたい。生活科は、その多くが経験単元で構成されている 「あき。

みつけ」の単元では、児童がやりたい活動である秋の公園に行って楽しく遊ぶ活動を通し

て、結果的に内容（４ 「公共物の利用 、内容（５ 「四季の変化 、内容（６ 「遊びの） 」 ） 」 ）

工夫」などの複数の内容を実現するようにする。活動と内容が１対多で対応する。したが

って、一つの単元で複数の内容が実現されることがある 「総合的な学習の時間」につい。

ても同様のことがいえるのである。

③～④ 「教師の願い」の決定及び「子どもの実態」の記述に関して

単元指導案を作成するときには、考察（単元設定の理由）として単元にかかわる児童生

、 （ ） 。 、徒の実態と この単元を通して目指したい子どもの姿 教師の願い を記述する その際

「総合的な学習の時間」についても教科と同様に観点別に記述する。

すなわち、この単元を通して学習指導されることになる内容や望ましい児童生徒像を教

師の願いの欄に、単元の指導展開の概略とともに記述する。次に、教師の願いから現実の
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児童生徒像の実態を観点ごとに明らかにして、その特質を子どもの実態の欄に記述する。

具体的には、その題材にかかわる現在の子どもの関心・意欲・態度の状態を書き、この単

元を通して実現したい関心・意欲・態度の状態を書く。同様に思考・判断、技能・表現、

知識・理解についても記述していく。これによってどのような活動を組み、どのような投

げかけをし、どのような支援をすればよいかが見えてくる。

⑤ 単元の目標の決定に関して

先述の内容に基づきながら単元の目標を決定していく。その際、留意する点として、こ

れまで四つの評価の観点別に目標を記述していた学校もあるようだが、ここでは、単元の

、 「 、評価規準として記述されることになることを考え 単元の目標は ～という活動を通して

・・・に気付き、を考え、を理解し、表現し、～～ができるようになる」というように一

文で表すことにした。

⑥～⑦ 単元の評価規準の作成に及び学習過程における単元の評価規準の具体化と

評価資料の決定に関して

単元の目標を四つの評価の観点別に具体化したものが単元の評価規準になる。評価規準

を幾つ設けるかは単元の目標によって変わってくる。次に、指導計画（活動の展開と評価

計画）を作成する。学校ごとに決められた様式があると思うが以下のようなフォーマット

を使うこととした。

（丸数字は観点別の評価規準を示している）「活動の展開と評価計画」のフォーマット

学 習 活 動 支 援 評 価 規 準 評 価 資 料

関意態 思判 技表 知理（方法・内容）

１ ・・・・・・ ○・・・・・・・ ① ・～している場面．

・・・・・する。 ・・・・する。 の観察

２ ・・・・・・ ○・・・・・・・ ② ① ・ 学習カード．

・・・・・する。 ・・しておく。

学習活動に即して支援をどのように行うか、また、学習活動及び支援をいつ、どの場面

で、どの評価規準の達成状況を評価するか、その計画を具体化していく。４観点別に作成

する単元の評価規準に①～③といったように、○付き数字をふっておくおけば、その位置

付けがより明確となる。また、評価規準の達成状況を事実的に判断するための評価資料を

特定し、該当する評価規準に沿いながら記述していく。

⑨ 評価基準の設定に関して

さらに、評価資料から評価規準（達成目標のめやすであり 「～できる」表記をする）、

の達成状況を判断しなければならない。そのためには評価資料を特定するとともに、達成

状況を絶対評価するための評価基準（達成目標の実現状況の指標であり 「～している」、

「～と記述している 「～できている」など事実的・行動的に表記する）を作成すること」

が望ましいと考える。これは、各評価規準の学習実現状況を事実として判断するための量

的な指標である。
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子どものどのような学習状況であれば または評価資料にどのような記述があればＡ 十、 （

） 、 （ ） 、 （ ） 、分満足できる なのか Ｂ おおむね満足できる なのか Ｃ 努力を要する なのかが

どこで実施されても、だれが行っても同じ評価結果を導けるような評価基準を設定するこ

とが必要になる。

今回、次のようなフォーマットを用い一覧表を作成して実施した。Ａ、Ｂ、Ｃの３段階

よりなる評価基準を設定し、Ａは３点、Ｂは２点、Ｃは１点を付与することとした。

「評価基準表」のフォーマットの例

学 習 活 動 評価規準 評 価 評 価 基 準学習活動における具

資 料 Ａ(3) Ｂ(2) Ｃ(1)体的な評価規準

１○○しよう。 思考・判断 ・・・することがで カード して して して・・・ ・・・ ・・・

①～～を調べる。 ② きる。 １ いる。 いる。 いる 。。

⑩ 評価の３つの機能への対応計画の決定

このような評価規準や評価基準を設けることで、単元を通して、それらを意識した指導

・支援を行うことができる。さらに、評価結果から指導や単元等の修正・改善が図られ、

指導と評価の一体化も具現化できると考える。

また、自己学習力の向上、保護者等外部への説明責任に向けた評価の工夫に関する計画

を予め構想し、記述していくようにしたい。

（５）授業と評価の実践に向けて

これからの評価は、指導の改善に資する評価として指導と評価の一体化が図れるもの、

、 。子どもの自己学習力の向上が図れるもの 外部への説明責任が果たせるものが求められる

今回の総合的な学習の評価の取組は、この上記の役割の具体化を図ろうとしたものであ

る。

① 指導と評価の一体化の工夫

子どもの学習のつまずきが学習過程のどこで起こったのか、指導のどこを改善すればよ

いかといったプロセス重視の評価が行われることが大切である。この営みは授業の最初か

ら最後まで絶えず進められなければならない。教師は、そのためにあらかじめ策定した単

元指導計画に基づき指導を行う。そのもとで、子どもが学習活動を展開する。

教師は、観点別の評価規準の実現状況を学習の過程及び成果に関する学習資料・情報を

基にＡ～Ｃの絶対評価をする。その評価結果を基に、指導計画を予定通り進めるか、ある

いは修正・改善するかを判断し、その後の指導に臨む。これを１サイクルとする指導と評

価の連続が指導と評価の一体化の実質であると考えられる。

実践事例には、学習過程上にプロットされた各評価基準の評価場面ごとに、それまでの

指導の特質を記述し（①指導・学習の過程）→子どもの学習資料・情報から単元の評価基

準の実現状況を評価して記録し、考察する（②評価結果）→評価結果に基づいて次の指導

をどのように改善し指導したかの記述（③指導の改善と実施）の体裁を工夫した。
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② 自己学習力の向上に向けた工夫

「生きる力」の育成のためには、児童生徒が自分で学習目標を決め、そのための計画を

立て、友達と協力しながら自己追究し、その問題解決の過程で絶えず自己の活動の過程及

び成果を学習目標に照らして評価し、やがて解決にいたるという自己学習力を身に付ける

ことが大切である。

今回、各単元ごとに自己学習力の育成と向上を意図して取り組んだ。その際、二つのレ

ベルを考えた。一つは、教師主導のもとで児童生徒が学習活動及び評価活動を展開すると

いうレベルである。もう一つは、教師の支援のもとで児童生徒が自己の目標なり評価基準

を定め、その実現に向けた学習活動を展開し、その学習の過程及び成果を振り返る（自己

評価する）といったレベルである。

＜第一のレベル＞への対応

ア、教師による問題解決授業の工夫

児童生徒が一連の問題解決を行う授業と、その中で自己評価を求めるような発問等に

取り組む。

イ、授業中に実施する具体的な評価活動における工夫

・評価基準を予め説明してから児童生徒の自己評価を求める。

・学習カードへのコメントやアンダーラインを引く場合、教師の意図（評価規準や評

価基準等）が児童生徒に伝わるようにする。

・学習カードへの記述を求める際、予め学習カードを等を提示したり、その評価基準

を説明したりする。

・集積していくポートフォリオを授業中に活用し、学習のあとを振り返り、次に備え

たり、授業終了時にまとめポートフォリオを作成する。さらに、家庭に持ち帰り保

護者のコメントをもらい、次の学習に活用する。

＜第二のレベル＞への対応

ア、例えば中間発表を経て最終発表に向けた活動に取り組み、最終発表に臨むといった

ような機会なり場面をとらえ、児童生徒が自己の目標なり評価規準、さらには評価基

準を設定し、活動を展開し、その跡を振り返る（自己評価）といった評価活動を展開

する。

なお、第一レベル、第二レベルを問わず、いずれのケースの評価活動においても、実施

したそれぞれの評価の工夫について児童生徒から感想なり意見を求めることとした。

③ 外部への説明責任に向けた工夫

保護者等外部への説明責任に向けた評価のためには色々な機会や場面における工夫が考

えられる。とりわけ指導要録の作成や通知表の作成も視野に入れながら、各単元における

総括的評価及び個人内評価の工夫を行った。

ア．単元ごとの総括評価に向けて

既述の通知表や指導要録への記載のためにも、単元ごとの評価結果を残しておくことが

必要である。年間１単元であっても途中の評価結果を適宜保存しておくようにする。

次に、評価の４観点別に作成する単元の評価規準の実現状況を複数回以上評価すること
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にしたが、いつ、どの場面における評価結果をその単元における総括的な評価結果として

保存するかが問われることになる。

その場合、単元に応じて柔軟に考え、ある観点に関しては指導と学習の過程で複数回以

上にわたって行ったすべての評価結果の総和を出して総括的な評価結果としてもよいし、

ある観点に関してはある一部の特定された場面における評価結果で代表させてもよいこと

にした。

また、評価結果を文章記述するにしても評価結果の得点化を考えておけば好都合である

、 、と考えたところから 評価規準の達成状況を判断するための評価基準を３段階に区分して

具体化し、それぞれ「Ａ：十分に満足できると判断されるもの」を３点（80％以上相当の

達成 「Ｂ：おおむね満足できると判断されるもの」を２点（60％～79％相当の達成 、）、 ）

「Ｃ：努力を要すると判断されるもの」を１点（59％以下相当の達成）として考えていく

ことにした。

さらに、次の図のような学習活動の展開に沿って評価される各４観点別の評価結果を個

人ごとに記録していく「個人評価結果表」を作成することにした。縦列に児童生徒の氏名

欄をとり、横欄には学習活動の展開に対応しながら評価される具体的な評価規準を記して

おく。そして、縦列と横列の交差するセルに、児童生徒ごとの評価基準に基づく評価結果

（Ａ、Ｂ、Ｃないしは３、２、１）を記入していく。

個人評価結果表

学習活動 学習活動１ 学習活動２－① 学習活動２－②

氏名 評価基準 関① 思① 関① 技① 関② 思② 知①

このような「個人評価結果表」を作成しておけば、指導・学習の過程における評価結果

の状況を即時に算出し、事後の指導・学習に生かしていくことが容易になる。また、単元

終了時における学年あるいは学級全体の、あるいは個々人別の、観点別総括評価結果の算

出も容易に行える。

なお、単元の総括的評価に関連して、中には、必ずしも評価の四つの観点それぞれを等

価値的には扱わず、単元に応じて４観点相互の重みを変えて評価していこうとする論調も

みられるが、今回、評価の四つの観点はどの単元においても等価値的に扱っていくことに

した。なぜなら、評価の四つの観点はいずれも自己教育力の育成を構成する資質や能力で

あり、どれ一つを欠いても児童生徒の学びは成立しないと考えるからである。

イ．単元における個人内評価に向けて

総合的な学習の時間においては 「児童生徒一人一人のよい点や可能性、進歩の状況な、

どを積極的に評価すること」という個人内評価を行うことが力説されている。その際、教

科と同様の評価の４観点を踏襲しながら個人内評価を行うことが可能であると考えた。評

価の四つの観点相互の発達的特質をみれば（＝観点間経時的評価 、子どもの発達の強み）

なりよさや課題がみえてくるし また 四つの観点それぞれごとの発達的特質をみれば 観、 、 （
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点内経時的評価 、それぞれの観点におけるその子どもの伸びや進歩の状況がみえてくる）

と考えた。

まず、観点間経時的評価についていえば、例えば単元の総括的評価結果をみれば、その

子どもが評価の４観点別にそれぞれいかなる評価結果を得たかが分かる。四つの観点とも

に十分に満足できるように育ったか、あるいは、ある観点の育ちが他の観点に比べて遅滞

しているかなどが分かる。そして、このような四つの観点相互の発達的特質を指導・学習

の流れに即して、その推移の特質を明らかにする。そして、このような評価の四つの観点

相互の縦断的特質に関する評価結果を次の指導の改善に生かしたり、あるいは子どもに、

そして保護者に、返しながら子どもの自己学習力の向上に活用しようと考えた。

観点内経時的評価に関していえば、評価の四つの観点別に、それぞれの観点における育

ちを指導・学習の最初から最後まで時系列的に追えば子ども個々人ごとの伸びや進歩等の

発達的特質が明らかになる。そして、これらの評価結果を、適宜、指導の改善に生かした

り、子どもの自己学習力の向上に役立てることが計画された。


