
平成19年度学力の把握に関する研究指定校事業研究協議会資料

校 長 名 ： 大竹頼之

所 在 地 ： 千葉県松戸市 中矢切 ５４

電話番号 ：047-368-4741

Ｉ　 研究指定校の概要

1　 学校 ・地域の特色及び実態

　 本校は，昭和54年 に全 日制普通科高校とし

て設立された。

　 また，本校の福祉教養科は，平成5年 に設立

され，県内で唯一の介護福祉士国家試験受験資

格が取得できる公立高校であり，2年 次終了時

に介護員養成研修2級 課程を修了す ることがで

き，生徒の約半数が福祉関連施設に就職する。

　 福祉教養科の生徒は，福祉に対す る高いモチ

ベーションを持って入学 してくるが，そのモチ

ベーションの高 さはかな り個人差があり，入学

後，自分のイメージしていた福祉 との差異に悩

み，進路変更する者も数名いるのが現状である。

　 また，福祉教養科の生徒募集に関しては，1

クラスの半数 （20名） を特色化選抜 （書類審

査，面接，作文）で，あとの半数を一般学検 （５

教科の学力検査，面接）で行 うが，一般学検の

低倍率化 と低学力化にどう歯止めをかけるかが

大きな課題となっている。

　 前年度の介護福祉士国家試験の合格率は約

53％ で，その前の年度の約67％ を下回ってし

まい，より効率的 ・効果的な指導が今後の課題

である。

　 普通科は習熟度別授業，少人数クラス，Ｔ．

Ｔ．による授業を積極的に行い，生徒一人ひと

りを大切に した学習活動を実施 している。

　 また， ２・３年次には，社会福祉基礎や家庭

看護 ・福祉，発達と保育等の科目を選択履修す

るこ とができ，資格 は取得 できないが，福祉の

基礎的 な内容 を普通科 でも学習す るこ とがで き

る。

２　 学校の概 要 （平成19年5月1目 現在）

教員数 ４４名 （２名）

［科 目の開設状況］

Ⅱ　研究の内容及び成果等

１　 調査研究について

　（1）研究主題

　科 目 『基礎介護』における 「基本的な介護

技術」の指導内容の明確化 と，講義 も含めて

の４観点別評価による総合的な評価の在 り方

　 についての考察。

　（2）平成19年 度の調査研究のね らいと対象

［調査研究のね らい］

　 『基礎介護』における介護実技の位置づけ

が曖昧 （何をどこまで教えればよいのか）な

の と，科 目 『社会福祉実習』における介護実

　 技との関連についても，その差異が明確では

ないので，『基礎介護』における介護実技の

指導内容の明確化と，それに ともなって 『社

－256－



会福祉実習』における介護実技の位置づけ，

指導内容，評価方法も明確にすることがねら

いである。

また，『基礎介護』における介護実技以外

の部分についても，平成18年 度は十分に調

査研究を行 うことができなかったが，できる

限 り科 目全般にわたって調査研究対象 とし，

ワークシー ト等を用いて授業を行い， それを

4観 点別に評価することで，介護実技以外の

部分について も実現の状況の把握に努めた

い。

［調査研究の対象］

第 １・２学年 基礎介護

2児 童生徒の学習の実現状況と考察

本学科では，1年 次 と2年 次に 『基礎介護』

を3単 位ずつ履修 させてお り，1年 次では1・

2学 期が介護の 目的や原則等をワークシー トを

用いての講義中心の授業で，記入 されたワーク

シー トを回収し，「関心 ・意欲 ・態度」「知識 ・

理解」 「思考 ・判断」 「技能 ・表現」の 「表現」

の観点から評価を行った。

3学 期からは 「日常生活支援 としての介護」

の単元で介護実技の指導を行い，4観 点別の評

価が可能な 「実習評価票」を用いて，まずペア

になった生徒同士で相互評価 させ， それを回収

して，教員による生徒の学習の実現状況を調査

した。

2年 次においては，1年 次同様，講義中心の

授業の場合はワークシー トを用いて4観 点別の

評価を行い， リハ ビリテーションに関する単元

等で介護実技の授業を行 う場合は， これも1年

次 と同様の 「実習評価票」を用いることで4観

点別の評価を行い，教員による生徒の学習の実

現状況を調査 した。

また，2年 次から始まる 『社会福祉実習』（3

単位）においては，介護実技の授業の際にも『基

礎介護』で使用 したのと同様の 「実習評価票」

を用いて評価していたが，それでは本研究のテ

ーマでもある 『基礎介護』 と 『社会福祉実習』

の介護実技の指導内容等の棲み分 けを行 うこと

が不可能なので，『社会福祉実習』においては

より実践的な介護技術の習得をめざして， 「実

習評価票」も 『基礎介護』で用いたものより評

価項目の多いものを用いて介護実技の評価を行

うこととした。 これは，『基礎介護』の介護実

技が原理 ・原則に則 った基礎的 ・基本的なもの

とすれば，『社会福祉実習』における介護実技

は，施設実習を意識 したより実践的なものを意

味するものであ り，異なった 「実習評価票」を

用いることで両科 目における介護実技の指導内

容 ・指導方法の棲み分 けが可能なると思われ

る。
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実現の状況については，研究成果報告のとこ

ろで具体的に述べたいが， 中間報告時に述べた

「関心 ・意欲 ・態度」及び 「思考 ．判断」は高

いが，確かな介護技術 を身に付け，利用者に対

して十分な声かけ （説明）を行 う「技能 ・表現」

及び麻痺等を想定 した利用者への配慮を必要と

する 「知識 ・理解」の部分がやや低いとい うこ

との検証を今後の授業で行 う予定である。

現在は 『社会福祉実習』用の実習評価票によ

る評価のデータがないので，今後早急にこの新

たな実習評価票を作成 ・使用 してデータを蓄積

・分析 し，『基礎介護』 と 『社会福祉実習』に

おける介護実技の位置付け等を明確にしていき

たい。

3評 価方法に関する研究成果

1・2年 次の 『基礎介護』における講義の部

分は，ワークシー トによる「関心 ・意欲 ・態度」

「知識 ・理解」「思考 ・判断」及び 「技能 ・表

現」の 「表現」の部分の観点か ら生徒の学習の

実現状況を把握 しようとしたものであ り，介護

実技の部分は，実習評価票による 「関心 ・意欲

・態度」「知識 ・理解」「思考 ・判断」及び 「技

能 ・表現」の4観 点か ら生徒の学習の実現状況

を把握 しようとしたものである。

ワークシー トにおいては，教科書にある語句

をただ記入すれば済む とい うよなものではな

く，教科書の記述をなるべ くコンパク トにま と

め， 自分なりの表現で記述するよう指導 してい

る。

また，ワークシー トの設問の中に生徒 自身の

意見 ・感想を書 くものをできるだけ設定するよ

うにし，生徒が 「思考 ・判断」する機会が少 し

でも増えるよう心掛けている。 しかし，そのよ

うな授業形態だと生徒の思考力 を養 うには良い

が， ワークシー トを完成 させるのに時間がかか

り，授業進度が遅れてしま うのが欠点であ り，

今後の課題である。

介護実技に関 しても，以前は評価項目を観点

別にせず，生徒同士の相互評価は行っても自己

評価を行っていなかったので，生徒自身の振 り

返 りが不十分であったが，4観 点別の評価項目

と生徒の自己評価と他者評価を実施するように

なってか ら，介護実技に対する生徒の 「関心 ・

意欲 ・態度」が向上 したように思われる。介護

実技の学習の実現状況については，研究成果報

告の ところで具体的に述べることとする。

今後は，前項で も述べたように，『基礎介護』

で用いた実習評価票を参考にして，『社会福祉

実習』用の実習評価票を作成 し，『基礎介護』

より実践的で具体的な4観 点別の評価項 目によ

って生徒の介護実技を評価 し，『基礎介護』 と

『社会福祉実習』における介護実技の指導内容

及び指導方法について，その位置付けや違い等

を明確にしてい く予定である。

4成 果の普及と今後の展望

2年 間の研究の成果は，生徒の ビデオ視聴後

の感想文を長文を記述するのではなく，ワーク

シー ト形式にして4観 点別に評価できるように

した り，講義の部分もワークシー トを用いて同

じく4観 点別に評価できるようにした。

また，介護実技もやはり4観 点別の実習評価

票で初めて評価 したが，これ らの評価方法は特

別なものではなく，どの学校の授業担当者でも

実施可能なものであり，今後はこの評価方法が

多くの学校で実施 され， より多くのデータが蓄

積 ・分析 され， 『基礎介護』の学力の把握に役

立つ ことが期待 され る。

今後は評価内容を確実に検証す るとともに，

定期考査問題等 も4観 点別評価を基に作成 し，

科 目 『基礎介護』に対する生徒の学力を総合的

に把握す るよう努めたい。

課題 としては，前項でも述べたが， ワークシ

ー トの記述 ・完成 に時間がかか りすぎて しま

い，授業進度が遅れて しま うことであり，授業

後ごとの時間配分 と科 目の綿密な年間指導計画

の作成 ・実施が今後の課題と思われる。
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最後に順番が前後してしまったが,科 目 『基

礎介護』の評価の観点 ・趣 旨と，本研究で調査

研究対象 とした複数の単元のうちの2つ とその

評価基準を下に記す。
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平成19年度学力の把握に関する研究指定校事業研究協議会資料

校 長 名 ：深堀広平

所 在 地 ：神奈川県藤沢市長後 １９０９

電話番号 ：0466-45-5200

Ⅰ 研究指定校の概要

1学 校 ・地域の特色及び実態

平成16年 に，普通科高校2校 が再編統合 され，

4年 目を迎える総合学科高校である。

「選択の目安」である系列が六つあ り，その

1つ の 「生活福祉系列」の中心科 目として 「社

会福祉基礎」がある。 しか し，基礎科 目として

は位置づけられていないため，「社会福祉基礎」

を学ばずに他の科 目を学習することも可能にな

っている。総合選択科 目としては， 「社会福祉

援助技術」「社会福祉実習」「家庭看護福祉」「発

達と保育」「倫理」がある。

2学 校 の概要 （平成19年5月1日 現在）

教員数51名 （2名）

福祉科の科 目の開設状況は次の通 りである。

「社会福祉基礎」「社会福祉援助技術」

「社会福祉実習」「社会福祉実習 （短期集中科 目）」

いずれ も1講 座を開講

Ⅱ研究の内容及び成果等

1調 査研究について

(1)研 究主題

社会福祉に対する興味 ・関心 と社会福祉の

向上を図ろ うとする意欲や態度の育成状況

(2)平 成19年 度の調査研究のねらいと対象

［調査研究のね らい］

総合学科，生活福祉系列の中心科 目である

「社会福祉基礎」で，生徒がどのような学力

を身に付けるべきか とい う課題を検討するた

めに，平成18年 度から調査研究を行ってきた。

しか し，18年度には2単 位で学習す るには

内容が多すぎて，研究対象の領域に割 く時間

が少 ない， とい う問題が残 った。また， 「社

会福祉基礎」のみを学習する生徒 も多く，福

祉に関する学習はこれで終わ りとい う生徒 も

多い。

そこで今年度は内容 を絞って学習 し，今ま

で以上に福祉への興味 ・関心をかき立て られ

るような学習を行いたいと考え，調査 ・研究

を行った。

［調査研究の対象］

第2、3年次　社会福祉基礎
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２ 児童生徒の学習の実現状況と考察

(1)社会福祉の考え方について

「社会福祉分野の現状と課題」の導入 とし

て 「社会福祉の考え方」について歴史的経過

をふまえながら学習 した。

① グループに分かれて，ライフサイクル毎

にリスクを付箋に書き出し，模造紙に貼って

学習する。

② リスクへの対応策 として共同体による相

互扶助か ら，近代以降，個人の自立 と自立 し

た個人による助け合い と，権利 としての社会

福祉，制度化された社会福祉 について講義 形

式で学習する。

③ 視覚障害者の方か ら様々な体験をうかが

い， 「憐れみの福祉」から 「共生」 「権利」と

しての福祉へと発展 してきた経過 としてまと

める。

生徒はおおむね積極的に授業に取 り組んだ

が，ねらいがどの程度定着 したかは，振 り返

りを読んだだけでは判断が難 しい。この部分

は各分野を学習する際， くりかえし説明する

こととした。

(2)自 立につ いて

現在 の社会福祉 制度 は， 「地域 自立生活支

援」 で ある ことをふ まえ， 「自立 につ いて」

考 える学習 を行 った。

① 自己決定 の重要性 についての ワー クシ ョ

ップ

12枚 の紙 を用意 し， 「大事 に して い るこ と

・もの」 「どん なときの 自分が好 きか」 「これ

か らや りたい こと」 「自分が大 事に してい る

考 え方」 をそれぞれ三つずつ書 く。

次 にそれぞれの想 定で12枚 の うち各段階毎

に三つ をあきらめる。（第一段階 ：交通事故，

第二段階 ：入院， 第三段 階 ：施設 入所 ）

最後 に残 った3枚 を隣の人に渡 し，2枚 を

破 って も らい，1枚 を返 して もら う。

② 片麻痺 を想 定 して，Tシ ャツを 自分 で着

る実習。

③ 学習のま とめ

「口か らうんちが出るように手術 してくだ

さい。」とい う文章 （主旨は， 「何でも自分で

できることが自立と思っていたが，それでは

疲れてしま う。 どうしても自分でや りたいこ

とと，誰かの手を借 りてできることを組み合

わせて時間を有意義に使 うことが大事であ

る。 このように生活を自分で組み上げていく

ことも自立の要素である。」）を読んで，振 り

返 りを書いた。

ワークショップには生徒はきわめて積極的

に取 り組んだ。振 り返 りの内容は，全体を通

して 「自立」についていろいろな角度か ら考

えている様子が分かるものをＡとし，個々の

課題についての感想が平板に書いてあるもの

をＢ としたが，表現力の問題 もあるので判別

は簡単ではない。

(3)公的扶助 について

公的扶助については，特に自分の身近な問

題 として考えることができるかどうかを学習

のねらいとした。

導入として，憲法25条 が言 う 「最低限度の

生活」に入 るもの，入 らないもの，をあげて

もらったが，指導者の意図とは違い 「高校入

学」は入 らないと言 う生徒がいて，充分に取

り上げられなかった。また，若年層の貧困が

ネ ットカフェ難民などと言われて問題になっ

ていることから 「クローズアップ現代」で取

り上げた番組を見て導入の一つ とした。

生活保護のしくみを学習 した後，次のよう

な学習を行った。

① ホームレスに関してのグループワーク

② ホームレス襲撃事件をもとに考える。

自分たちとホームレスが無関係ではない

ことを感 じる。

③ 最後に，最近の生活保護をめぐる裁判結

果を紹介 し，就労の意思，高校入学のため
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の貯金等が生活保護基準との関連で問題にな

っていることを学習する。

生活保護 の しくみ等については小テス ト

（後述）で確認することができるが， どの程

度身近な問題 としてとらえることができたか

については判別が難 しい。グループワークを

行ったので，その取組の様子を観察 し，振 り

返 りと組み合わせて考えることができたが，

取組の様子だけでは細かいことまで把握する

のは難 しいため，文章の中で考えているかど

うかを判断 した。

(4)児童 ・家庭福祉

近年，本校では保育士を希望す る者が多い。

その動機は，子 どもが好き， といった域を出

ないが，興味を持っていることは確かである。

比較的身近な問題 としてとらえていると言え

る。

① まず， 現代の子 どもを取 りまく様々な問

題取 り上げ，次に第二次世界大戦後のいわゆ

る 「浮浪児」など，歴史的な問題を取 り上げ

る。 （近江学園を扱ったＮＨＫの番組 の映像

資料によってイメージを作る。）

② 最後に児童相談所の職員の方の話を伺 う。

身近な地域の子 どもたちがどのような問題

をもっているかを具体的に知ることができた。

評価課題は、児童相談所の職員の話の感想文

とした。

(5)高齢者福祉

昨年度，時間が割けず，不十分な内容だっ

たので今年は10時 間をかけて学習した。

・高齢者福祉の歴史 （簡単に触れる程度）

・高齢者の身体的，精神的特徴

・高齢者 をめ ぐる状況

・高齢者福祉の しくみ

・高齢者福祉の課題

・施設見学

高齢者をめぐる状況の中で登場する 「介護

地獄」 「介護の社会化」 といったキー ワー ド

に注 目し，介護について学習を行った。

① 「防げなかった悲劇」とい う介護心中を

取 り上げた 「クローズアップ現代」を見て，

介護が深刻な問題になっていることを学習す

る。

② 介護保険で利用できるサービスについて

学習す る。

③ 認知症について原因と様々な症状につい

て学習する。

④ 最近起こった高齢者虐待の新聞記事を取

り上げ，身近な介護者による虐待が増えてい

ること，被害者には認知症の方が多いことを

学習する。

⑤ ＮＨＫの特集番組 「認知症は今」を見な

がら，認知症にとって望ましい介護 とは何か，

そのため介護者はどのようなことに注意 しな

ければな らないかを考える。また，センター

方式 として紹介 されている介護の方式の一つ

である 「私の姿 と気持ちシー ト」をテ レビの

中の登場人物に着 目して，実際に作成する。

⑥ 生活福祉系列の総合選択科 目の一つ とし

て 「倫理」を位置づけているが， 「倫理」の

中にも 「介護」が取 り上げ られている。倫理

では介護 は福祉の中の概念よ りも広 く，「ケ

ア」「気遣い」 として取 り上げられ， 「その人

が自分を見失わない」ことが重要であるとさ

れている。 「倫理」の内容 も紹介 しつつ， そ

の人に寄 り添 う介護について学習す る。

⑦ 最後に 「あなたが介護 していて虐待する

とした らどんな場合か」 とい うテーマで文章

を書いてもらい， これを評価課題 とした。

生徒は，「経験がないか ら何とも言えない。」

と書いた者が多かったが， 「一度手を出して

しまったら日常的になってしま う気がするの

で怖い」 とい うリアルな感想があった。

⑧ 介護保険 を使って介護の負担を減らすこ

との重要性を述べて授業を締めくくった。

－262－



この後，特別養護老人ホームや地域包括支

援センター，居宅介護支援センターなどを備

えた施設を見学して，学習を深める予定であ

る。

3評 価方法に関する研究成果

「社会福祉基礎」は系列の中心科 目であるが，

選択科目である。今年度は 「社会福祉援助技術」

と並行履修 している者が1名， 社会福祉実習と

並行履修 している者が1名 いる。3年 生が4名，

その うち介護福祉の勉強をするために進学を希

望している者が1名， 残 りは福祉の学習 と関係

ない進路を考えている生徒である。

このように生徒の学習への取組等が様々であ

るため，進路に関係なく，福祉についての興味

・関心を持ってもらうことが，本講座 の目標で

ある。

ワークショップやグループ討議での活発な発

言が，必ず しも基本的な知識や理解に基づいて

いないのではないか， とい う昨年度の反省 をふ

まえ，今年度は各単元ごとにこまめに小テス ト

を行って知識の定着を図った。 しかし，それが

す ぐに、ワークショップやグループワークにお

けるきちん とした議論につながったとい うとこ

ろまではいっていない。例えば，基本的な事項

を直前に再度確認 して議論を行 うなど，新しい

工夫が必要であると思われる。

昨年度同様，評価課題 を単元毎に設定 し，そ

の積み重ねで評価 を行 うとい う方法を踏襲 し

た。総合選択科目以外の科目に比べれば生徒数

が少ないので，授業への参加や取組状況を見れ

ば， まじめに取 り組んでいるかどうかは把握で

きるが，学習の結果を実際の場面に生か してい

こうとしているかについては，観察だけでは把

握が難 しい。

本講座の 目標からすれば， 「関心 ・意欲 ・態

度」が最も重視しなければならない 「学力」と

思われるが，学力の中の 「情動」的な側面だけ

に，測るのは困難なため，評価課題 を設定す る

という方法を実施 した。評価課題は，例えば 「自

立」に関してはワークショップや実習の後の振

り返 り，高齢者福祉に関しては 「あなたが介護

していて虐待するとしたらどうい う場合か」な

どとい う課題である。 どちらも，「関心 ・意欲

・態度」 と 「思考 ・判断」を測る評価課題 とし

て設定 した。

4今 後の展望と普及

観点別評価には，次のような意義がある。

・あらか じめ目標 を設定 し，それにしたがって

評価すること

・あらか じめ 目標 を設定するので，それを生徒

にも知らせて，学習の際の 目安にできること

・知識や理解だけに偏 ることなく，知識 を生か

して考えた り，得られた知識等を実際の生活

に生かしていくこと

・学力の諸側面を育てるためにさまざまな授業

改善を行 うこと

また，形成的な評価の視点から，できるだけ

多くの機会を捉えて生徒に評価の結果を知 らせ

てい くことが重視 されている。

以上のような観点別評価の意義を，実際の授

業改善のなかに生かしていく試みを行 うことに

より，あらかじめ授業者がねらいをはっき りさ

せて取 り組む ことになるため， これまで漠然 と

行っていた内容を明確にした上で授業を行 うこ

とができる。評価規準をあらかじめ生徒に知 ら

せるということは授業のねらいを絞 り込むこと

になるので，事前の準備が必要である。 しか し

実際は，いつも生徒にわかりやす く評価規準を

提示することができたわけではなかった。その

ため，生徒の学習態度にはっき りした変容が見

られたとはいえないように思われる。成果 とと

もに課題もあるが，2年 間の研究を今後の授業

改善のたたき台 としていきたい。
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