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Ⅰ　 研究指定校の概要

1　 学校 ・地域の特色及び実態

　 特色ある高校教育推進へ の社会的要請 に応

えるため，昭和61年 に，県内で初めて体育科

を設置する学校 として設立され，今年で22年

　を迎えている。生徒の能力， 適性 に対応す る学

習指導 を強力に展開す るこ とを教育課程 の特

色としている。

　 普通科では，大学進学を中心に，民間や公務

員等への就職， 専門学校への進学など，あらゆ

　る進路に対応できる十分 な学力を身に付 けさ

せ， 各自の進路に合わせた選択教科 ・科 目に基

づいた学習を行っている。

　 体育科は，多様な生徒の能力，適性に対応す

る特設学科であ り，高度な運動技能 （全国レベ

ルを意識 した競技力向上）を習得 させ， 心身 と

もに健全 な人間 の育成 に資す るとともに，体

育 ・スポーツの振興発展に寄与す る資質や能力

を育成 してお り，毎年20数 名の生徒がインタ

ーハイ出場を果たしている。また，体育系大学

への進学 にも対応できるよ う基礎教科科 目の

充実にも配慮 している。

2　 学校 の概要 （平成19年5月1日 現在）

　　　※教員数40名 （うち保健体育科教諭9名 ）

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

　　　学習指導要領に定める目標等の実現状況の

　　把握のための，評価規準 と評価方法の充実 ・

　　改善

　(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］

　　　18年 度は，評価規準の設定，指導と評価の

　　計画，教員用評価シー ト等， 資料作 りに追わ

れた。授業において1時 間で評価する項 目が

　　多く，その評価 も不十分なものになって しま

った。 さらに，Ｔ－Ｔ方式に伴 う教員間評価

　　の 「ずれ」をどう解消 していくかも課題 とな

った。

　　　19年 度は，その反省を踏まえて1時 間に設

定する評価の観点を1～2つ に絞 り，毎時間

の評価活動をよ り確実に行 うため，生徒の自

　　己評価 にも目を向け，生徒が記入す る学習カ

ー ドや ワー クシー トの内容や活用方法 も工

　　夫する。また，単元 ごとの実現状況 を把握す

るために 「実現状況を把握するための状況」

　　 （資料1・2） を設定することで，客観的な

　　評価が確実にできるようにし，評価規準 と評

　 価方法の充実に取 り組んだ。

　　　さらに，科目体育では，単元ごとの評価観

　　点の平均数値等 を用いなが ら最終的な評定
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に結びつける手法を検討 した。

　 ［調 査研究 の対象］

　研究 の対象 を普通科 と し，科 目保健 で は，第 １

学年 ・第 ２学年 ，科 目体 育では，第 ２学年 とした。

２　 生徒の学習の実現状況と考察

　 科 目保健 と体育では，ワークシー トや学習カ

ー ドの工夫
，教員用評価シー ト （資料 １・２）

の充実により，授業では単元ごとに指導すべき

　内容が明確にな り，評価活動 も効率的に行える

よ うになった。また，昨年度まで班単位に配布

　していたワークシー ト及び学習カー ドを，今年

度からは事前に生徒個人に配布 したことで，生

徒が学習内容を事前に理解 し，授業に積極的に

取 り組む生徒が多 く見られた。 ワークシー トや

学習カー ドへの記入 も良好 であった。

３　評価方法に関する研究成果

　　科 目保健 と体育では，授業 目標等の実現状況

を把握するための 「実現状況を把握す るための

　状況」を作成するにあたって，実現状況を把握

　するポイン トを細分化することで，生徒の学習

　状況をより正確 に評価できるようになった。併

　せて，ワークシー トや学習カー ドの内容を工夫

　 したことが，個々の評価 を正確にす る手だてと

　して有効であることも確認できた。 こうした資

　料 により，教員ごとの評価の 「ずれ」がなくな

　 り，評価活動 も効率的に行えるよ うになった。

　　科 目保健では，単元テス トの評価を解答の正

　解率 （資料 ３）で評価 し，教員用評価シー トに

　記載 した。問題には，記号の選択問題，文章記

　述による解答の問題を作成 した。 「知識 ・理解」

　 「思考 ・判断」の出題比率を50％ ずつ とし，そ

　の上で，資料 ３の評価方法 （「評価規準の作成，

　評価方法の工夫改善のための参考資料」から引

　用 して作成 した評価方法）で行 った結果，評価

　活動が効率的に行えた。また，観点別評価か ら

　単元の平均数値を算出 した。

　　科 目体育では，観点別評価からの評定の充実

　を図った。対象学年は第 ２学年 とし，年間指導

　計画作成時には，前期に各種 目を設定 し，抽出

　ではあるが，本校では重み付けの計算式 （資料

　４）を用いた評定を行った。今回は，前期分の

みであるが，この方式で年間を通 して評定を行

　うことも可能であると考えられ る。

４　 成果の普及 と今後の展望

　　個々の評価を確かなものにするためには，そ

の学校 にあった評価規準の設定が重要である

　こ とと評価方法の工夫が大切であることを痛

感 した。また，生徒 に何を身に付けさせ るかを

明確にし，指導 と評価の一本化を具現化するこ

　とが必要だと感 じた。他の種 目 （単元）につい

ても評価規準を作成 しながら，評価がよ り一層
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明確なものになるようにしていきたい。

　今後は，県高等学校保健体育担当代表者会議

や北海道 ・東北体育科連絡協議会において，今

回の研究成果を発表するだけでなく，この２年

間の資料 を製本 し，県内の高等学校にも配布

し，研究成果の普及に努めたい。
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資料 １

「実現状況を把握す るための状況」 （バ レーボール　第 ２学年）

教員用評価 シー ト
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資料 ２

「実現状況を把握するための状況」 （生涯の各段階における健康）

教員用評価シー ト
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　　　　　　　　ペーパーテストにおける解答の評価方法　　　　　 資 料 ３
※問題は，記号の選択問題と文章記述による解答の問題を作成した。出題比率は「知識 ・理解」「思考・判断」５０％ずつとした。
※下記の比率は，「評価規準の作成，評価方法の工夫改善のための参考資料」を引用して作成した。

（知識 ・理解）　　　　　　　　　　　　　　 （思考・判断）
８５％以上　　　　　　… Ａ°　　　　　　 ８５％以上　　　　　 … Ａ°
７０％以上８５％未満　　… Ａ　　　　　　　７０％以上８５％未満　　 … Ａ

５０％以上７０％未満　　… Ｂ　　　　　　　５０％以上７０％未満　　 … Ｂ
２５％以上５０％未満　　… Ｃ　　　　　　　 ２５％以上５０％未満　　 … Ｃ

２５％未満　　　　　　… Ｃ▽　　　　　　 ２５％未満　　　　　　 … Ｃ▽

観点別評価から評定について　　　　　　　　　 資 料 ４

＜観点別評価から評定について＞

観点別評価（教員用評価シートを使用）から平均数値を算出し，４つの平均数値を足し，４で割り，その種目の平均数値を出す。各種目の時間数がことなる
ので，重み付けをして評価する。（下記の計算式）

体育理論　　３時間　　　 … 　　1× 種目の平均数値　 ＝Ａ
体つくり運動 １２時間　　　… 　　４×種 目の平均数値　＝Ｂ　　　　　

水泳　 　　 ９時間　　 　… 　　３×種 目の平均数値　＝Ｃ　　 　　 　　 　　 　　 　
バレーボール１０時間　　　… 　　３×種 目の平均数値　＝Ｄ

－
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平成18・19年度学力の把握に関する研究指定校事業研究成果報告書

校 長 名 ：川名博志

所 在 地 ：千葉県船橋市東船橋 ６－ １－ １

電話番号 ：047－422－2188

Ⅰ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　本校は，大正 ９年に船橋中学院 として創立 し，

船橋市立船橋中学校を経て，昭和 ２３年の学生改

革で千葉県立船橋高等学校 として再発足 し，本年

で創立８７年を迎える。

　東京近郊の東のベ ットタウンに位置 し，全 日制

（普通科 ・理数科）及び定時制を設置 し，地域の

教育機関としての期待は大変大きいものがある。

　平成 １７年度からは，全 日制において，生徒一

人一人の自己実現を支援する進学指導重点校の指

定を千葉県か ら受けている。生徒の進路志望や旺

盛な知的欲求を満たすべ く，高校大学連携出前授

業，ＳＰＰ （サイエンス ・パー トナーシップ ・プ

ロジェク ト），オース トラリア短期留学など工夫

した教育計画に基づき，特色あるカリキュラム ・

教育実践を行っている。

　 さらに，平成 ２１年度から生徒がこれまで以上

に自分の能力，適性，進路志望等に応 じた学習が

展開できるように，多様な科 目が設定できる単位

制高校 となる予定である。

　また，陸上競技大会，武道大会，球技大会 ・ダ

ンス発表会，文化祭 合唱祭やかるた大会，ほと

とぎす祭 （文化系部活動発表会）など多くの学校

行事を行っている。

２　 学校 の概要 （平成19年9月1日 現在）

教員数 ６３名

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

　教科保健体育の学習指導要領に定める目標の実

現状況の把握に関する研究 （学力把握）及び学習

計画 ・授業 ・評価及びカ リキュラム等の改善研究

　 （2）平成 １９年度の調査研究のねらいと対象

　学習指導要領に定められた 目標の実現状況の把

握が，第一のねらいであるが，授業の質を高め，

教員の資質向上の為の一つの調査研究 と位置づけ

ている。 目標の実現状況を測るには，「保健体育

の学力」を教員が理解すると共に，学力 レベルを

測定するためのスケールつまり評価規準が必要と

なる。評価規準の研究 ・作成はこの研究のねらい

の中心的な課題 となる。

　平成 １９年度は，前年度の調査研究を基に，見

直 しを図った年間指導計画やシラバス，評価規準，

学習カー ド等を基に，授業実践を行い，各領域の

内容の目標等の実現状況の把握のための検証 ・ま

とめを行った。

　その内容は，科 目体育においては，調査研究の

中心 として生徒の体力の向上や，技能の向上を図

る視点での年間指導計画の見直 しや，シラバスの

見直 しである。具体的には，年間指導計画では各

領域及び運動の内容の系統的な組み直 しを行い，

シラバスでは学習目標や，学習のみちすじや，評

価活動などをより明確に し，学習意欲の向上を図

るための見直しを行った。さらに，学習カー ドに
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ついて もシラバスの見直 しと同 じ視 点での改善等

を行 った。評価 規準については，学 びの姿 のポイ

ン トを簡略化 し，特に運動 の技能 の内容 を抽 出化

したもので構成 した。

　科 目保健 は， 「応急手 当」単元 の調査研 究を行

い，科 目体育 と同 じ視 点での見直 しを行った。 Ａ

ＥＤにつ いては，発展的内容 と して取 り扱 った。

［調査研究の対象］

各学年

２　 生徒の学習の実現状況と考察

　（1）年間指導計画 （体育）

　平成 １９年度は，現行の高等学校学習指導要領

保健体育編の趣 旨を再検証 し，年間指導計画を再

編成を行い，その計画を基に授業を展開した。生

徒個々の各運動技能の確実な定着と，学年進行に

よる発展性を考慮した うえで， １年及び ２年次前

期までは各時期種目を設定 し，基礎 ・基本の確認

・充実を図り， ２年次後半からはマイスポーツ獲

得を意識 させた選択制授業を導入 した。平成 １９

年度， ２０年度の ２年間をかけて，ね らいに即 し

た年間指導計画を完成できた。 （図 １）平成 １９

年度は， １年生のみの取 り組みであるが，今まで

のすべての学年での生徒選択中心の選択制授業か

ら，系統的な学習内容を明確にした基礎的な内容

を確実に身に付 ける指導の授業を組み込む こと

で，運動技能の習得 ・向上は目覚ましいものがあ

り，生徒達の 「体育の学力」（運動の技能）は十

分に伸長 した。

　旧年間指導計画は，全ての種 目を全ての学年，

学期で生徒選択制で行っていたため、状況によっ

ては，一人の教員が ３種 目を同時に担当する状況

も発生 した。 さらに，球技選択においては， ３年

間好きな （得意な）種 目しか行わない傾向があ り，

全面的な体力の向上などにおいては偏 りの傾向が

見 られた。

　そのことは，新年間指導計画の球技選択におい

て， ２年の １学期まで学校が設定した６種 目を全

生徒が行ったところ，ボールの投捕球やボールを

バ ッ トや ラケッ トで打つ動きなどにおいて，全体

的な技能レベルの低下が明らかであった。

　 これまでの全学年選択制授業において，教員側

の指導が少なくても （時間的，質的），生徒達の

一生懸命さ （関心 ・意欲 ・態度）においては満足
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

できるものであったが，様々な運動技能の習得や

全面的な体力の向上においては，多 くの課題があ

ることが明らかとなった。今回の年間指導計画の

見直 しは，生徒個々へのきめ細かい学習指導を可

能にし，学習の質を高めることにつながったと思

われる。

　 具体的な成果としては，高校生期においても基

礎基本の確認 ・充実のための領域や種 目の固定可

を図ることにより， １人の教員が複数種 目を担 当

することがなくな り，個々の生徒に応 じた明確な

目標や学習内容が設定され，きめ細かい指導が可 ．

能とな り，学習活動が さらに充実 ・発展するもの

となった。

　 これまで，全面的な体力の向上については，選

択制の各種 目の体力要素に偏 りがちあったが，設

定 した各種 目に関連 した補強運動や運動量の確保

を通 じて，すべての生徒へ身に付けるべき高校生

期の体力向上についての見直 しを図れたことが成

果 として挙げられる。

　 さらに，同様に， １・２年次に後半の選択球技

で実際に行われ る種 目の基礎 ・基本を確認 ．充実
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を図る学習を行 うことにより，複数のマイスポー

ツ獲得に向けて，今まで以上に生徒の選択幅も広

くなることを期待 している。

　高校生期の選択制の取 り扱い方は，中学校から

の学習状況や各学校の生徒の実態を良く把握 した

うえで，計画 と配慮が必要である。

　保健については，年間指導計画の変更は行わな

かった。

　 （2）学習カー ド （体育）

　平成 １９年度は，学習カー ドの様式を変更 し，

各評価の観点の具体化を図 り，全体 として学習の

振 り返 りや見通 しの持ちやすいものとした。球技

の学習カー ドについては，「思考 ・判断」「知識 ・

理解」が明確になるように，記入内容を限定した。

　 （3）シラバス

　平成 １９年度の２，３年生については，従来 ど

お りの年間指導計画を実施することから，大きな

変更は行わなかった。 １年生については，科 目体

育の球技の実施種 目が固定されたことにより，シ

ラバスも大きく変更した。具体的な球技種 目を記

載し，生徒が学習のねらいや見通し，振 り返 りが

行いやすいように編集 した。

　科 目保健については大 きな変更は行わなかった

が，科目体育及び科 目保健の説明に関する言葉の

検討 を改めて行った。

　 （4）科 目保健の実現状況

　科 目保健については，生徒の学習意欲が大変高

いことから，学習活動全体 として 「おおむね満足」

以上の結果を得ることができた。 このことは，生

徒の学力に関する適切な実態把握に応 じた目標設

定や学習内容に課題が見 られ，生徒に身につけさ

せる力の再検証が必要であると思われる。さらに，生

徒の実態に応じた発展的な内容について，必要に応

じて，系統的に再構築する必要があると思われる。

３　 評価方法に関する研究成果

　 （1）学習指導要領に基づいた評価規準の再検証

　を行 うことで，教員間や生徒の実態に応 じた評

　価規準の高 さ等の客観性が高ま り，より深く学

　習指導要領の理解が進んだ。また，各観点の引

　き取 り方の方法論についての理解も深まった。

　 （図 ２）

　 （2）生涯スポーツへの発展にかかわるマイスポ

　ーツの獲得期 として，生徒の技能等の習得状況

　は十分でないことがわかった。その改善を図る

　ために，大幅な年間指導計画の改善 とともに技

　能の習得や体力の向上にかかわる指導内容の重

　点化 を図り，技能の向上が図 られた。

　 （3）学習カー ドにおいて，記載形式を観点別に

　工夫 したことで，学習のねらいや学習の内容 ・

　見通 し ・成果 ・振 り返 りが解 りやす く整理で

き，生徒の学びの質や意欲が高まった。

　 （4）科 目保健の学習内容に対する発展的内容を

　含めた評価規準を作成 し，より客観的な評価を

　導入す ることができた。

４　成果の普及と今後の展望

　保健体育科 として，調査研究に関する基礎知識

をあま り持たない中で，指導 と評価の一体化につ

いての基本的な確認作業から研究をスター トさせ

た。

　平成 １８年度は研究の方向性や概要の検討及び

生徒の学習実態の把握を行 う中で，研究の目標 と

す る内容は，当初の 「学力把握」から学力把握の

ための 「評価規準の改善」へ と移 り，現在は 「現

場ですぐ使える。」をキーワー ドとして進めている。

　 さらに，平成 １９年度は新 しい年間指導計画に

基づいた学習計画 ・授業 ・評価及びカ リキュラム

等の改善研究に努めてきた。

　今後は，今回の調査研究で明 らかになった学力

向上に有効な年間学習指導計画，評価規準，学習

カー ド等を県内等の研修会等で発表 し，研究の成

果の普及を図っていきた。
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図 １保健体育科年間指導計画

図 ２陸上競技 （三段跳び）評価規準
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