
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 ： 山田 英二

所 在 地 ：北海道札幌市手稲区手稲山口254番 地

電話番号 ：011-694-5033

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58年 に開校 し，今年で25年 目を迎

える学校である。「報本仁愛」の校訓のもと，「未

来をひらく英知を持ち，社会に貢献する人間」を

育成するため，これまで英国の高校 との 「国際交

流」や，北海道工業大学との 「高大連携事業」，職

場や看護に関する 「体験学習」，進路学習を中心と

　した 「総合的な学習の時間」等の特色ある教育活

動に取 り組むほか，「情報教育」の充実に取り組ん

でいるところである。また，部活動や生徒会，ボ

ランティア活動も活発で，これらの教育活動は，

地域から高く評価されている。

　なお，本校は，国際理解教育の取組が認められ，

平成15年 度石狩管内教育実践奨励表彰及び平成

16年 度英語教育優良学校文部科学大臣表彰を受

賞したほか，ボランティア活動や国際化に対応で

きる人材の育成が評価され，平成16年 度には北海

道教育実践表彰を受賞している。

２　 学校の概要(平 成19年 ５月１日現在)

教員数　51名(２ 名)

　教科 「情報」については、科 目 「情報 Ｃ」 ２単位

を必履修教科 ・科 目として1年 生に履修 させている。

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

　ティーチング ・ポー トフォ リオを活用 した

指導と評価の一体化を図る授業に関す る研究

(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］

　平成18年 度は，評価の ４観点と情報教育の ３

つの目標を関連付けながら，内容のまとま りご

との評価計画 と各単元の 「指導 と評価の計画」

を作成 し，「ティーチング ・ポー トフォ リオ」と

してまとめた。「テ ィーチ ング ・ポー トフォ リオ」

を利用することによ り，目標 の実現状況の把握

が容易にな り，指導の改善が容易 となった。そ

の結果，授業におけるPDCAサ イクル を確立する

ことができた。

　 また，NetCommonsを プラットフォームとする

ｅラーニングシステムを構築 し，評価 を行 うた

めの情報を効率的に収集 し指導に生かすことに

より，指導 と評価の一体化を進 めることができ

た。 さらに， ｅラーニングシステム と従来の授

業を併用す るBlended　Learningに より，生徒の

「関心 ・意欲 ・態度」を高めることができた。

　 なお，「関心 ・意欲 ・態度」の評価については，

他の ３観点の評価結果か ら算出 し，主に指導者

の 「授業評価」として活用 したため， 「関心 ・意

　 欲 ・態度」の高ま りを直接捉 える評価方法の工

夫が課題であった。

　 以上の点を踏まえ，平成19年 度の調査研究の

ね らいを次の とお り設定 した。

　①　 18年 度 の研究成果を踏ま え，「ティーチ

ング ・ポー トフォリオ」の改善 ・充実 を図

るとともに，指導方法や ｅラーニングシス

テムの一層の改善 を図る。

　 ② 「関心 ・意欲 ・態度」の評価について，

新たに評価規準を設定 し，評価方法の一層

の改善を図る。

［調査研究の対象］

　 第 １学年　情報 ・情報 Ｃ
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２　児童生徒の学習の実現状況と考察

　(1)　定期考査の成績と観点別評価の結果との比較

　定期考査(ペ ーパーテス ト)の成績と観点別

評価の結果との関係について考察するために，

前期期末考査の得点の偏差値と，考査実施前ま

でに集約した観点別評価の結果を点数化し偏差

値に換算したものとを比較した。(図 １)

　なお，観点別評価は，Ａを３点，ＢをＢ〓と

Ｂ’の２段階に分け，Ｂ０を２点，Ｂ’を１点，

Ｃを0点 として合計 し，その値を偏差値に換算

した。

　 図１のとお り，定期考査の得点が高い生徒は，

観点別評価においても高い評価 となっている者

が多く，定期考査の得点の低い生徒は，観点別

評価においても低い評価となっている者が多い。

しかし，定期考査の得点の分布に対する観点別

評価の分布 にはば らつきがある(相 関係数

0.3953)こ とから，考査実施前までに実施した

観点別評価においては，学習の成果を多面的に

評価することができたと考えられる。

図 １　 定期考査と観点別評価の比較

(2)　教務規定に則った総括的評価

　本校の教務規定細則では，学習成績の評価に

ついて，次のように定めている。

　①　学習成績の評価は，平常の学習状況と定

期試験の成績に基づき行なう。

　②　平常の学習状況については，学習態度，

課題提出物，各種実力試験，小テス ト，実

技，実習，作品等で評価 し，定期試験の実

施している教科，科 目についても平常点の

割合を３割以上みるものとする。

　 教務規定との整合性を図るため，観点別評価

は平常点として扱った。なお，前期の総括的評

価は，定期考査の得点，各授業における観点別

評価の結果及びプレゼンテーションの実技点を

それぞれ ４：３：３の割合で合算して求めた。

図２　定期考査と総括的評価の比較
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　図 ２のとおり，前期の総括的評価は，定期考

査の結果との相関が高い （相関係数0.8605） こ

とから，観点別評価の結果及びプレゼンテーシ

ョンの実技点を中心とする総括的評価において

も，定期考査の得点と同様に，生徒の学習集団

における相対的な位置関係を十分に把握するこ

とができると考えられる。

(3)　観点別評価を用いた授業評価

　観点別評価は，目標に準拠した評価であり，

生徒の学習成果が指導者の設定したねらいにど

の程度到達しているか，評価基準に照らして，

段階分けをする。この各段階の生徒数の分布状

況を分析することにより，指導者の授業評価が

可能となり，授業改善に活かすことができる。

　例えば，内容の(2)の 「情報通信ネットワーク

とコミュニケーション」における定期考査の得

点及び観点別評価の結果を偏差値に換算 し作成

したヒス トグラムが図３である。

　 図３　定期考査と観点別評価の度数分布

　図 ３のとおり，観点別評価の結果はSS55を ピ

ークとする分布となっており，生徒は教師の設

定したねらい以上の成果をあげたといえる。一

方，学習内容の定着度を測る定期考査の結果は，

　SS45を ピークとする分布となっていることか

ら，学習内容の定着を図る指導を充実すること

が必要であることが明らかになった。

３　評価方法に関する研究成果

(1)　スモール ・ステップなシラバスの提示

　 本来シラバスは １年間の学習活動及び評価方

法等を生徒向けに説明するものである。しかし，

年度当初に １年間の授業の流れについて説明し

たとしても，生徒がそれを十分に踏まえて毎時

間の授業に臨ませることは難 しい。

　そ こで，授業を行 うに当たって生徒に学習の

意義や 目的を予め理解 させ るため， 毎時間の授

業の導入時に，授業の流れ と評価のポイン トを

提示 している。 これ が「 スモールステップなシ

ラバス」である （図 ４）。

　図４　スモールス テ ップなシラバスの提示

(2）指導方法の改善 とeラ ーニングシステム

　国立情報学研究所が研究 ・開発及び普及を目

指 しているNetCommonsを プラッ トフォー ムとす

るeラ ーニングシステムを構築 し，評価のため

の情報を効率的に収集す るとともに，eラ ーニ

ングシステムと従来の授業を併用す るBlended

 Learningに よる授業実践を行った。

　授業は教師か らの問題提起 （Presentation），

生 徒 が 自 分 と 他 人 の 意 見 を 比 べ る

（Collaboration）， 生徒 自身がより深 く考える

（Thinking） とい う３段階で進めている。教師

からの問題提起では，生徒の学習意欲 を高める

ため， ディジタル コンテンツ と板書を効果的に

使用 している （図 ５）。

　図５　ディジタルコンテンツへの板書

また，教師からの一方的な授業を行 うのでは
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なく，生徒からの意見を集約 し， NetCommonsの

機能を利用 して， 自他の意見を並べて表示 した

り （図 ６），変更履歴を表示 した りして （図 ７），

学習プ ロセスを明確 に提示 し，生徒 自身の思考

を支援す るeラ ーニングシステムの提供を試み

ている。

図６　チャットを用いた他者の意見の閲覧

　図 ７　 ア ンケー トを用いたクラス内投票

　市川伸 一は， 著書 「学ぶ意欲 とスキルを育て

る」において， 「教えずに考えさせ る授業 」から

「教えて考えさせ る授業」へ とい う提案をして

いる （市川， 2004）。

図８　教えて考えさせる授業

　その概要は，新しい学習事項にかかわる導入

及び基本的な部分を指導者がしっかりと教え，

その上で， 発展学習に取 り組 ませるとい うもの

である （図 ８）。

　本校では，この授業の考えを参考に し，特に，

問題解決のプロセスに関 して， 生徒個人の能力

だけに頼るのではな く，指導者や他の生徒 との

協働学習 を通 して 目標 への到達へ導 き， 生徒

個々の意欲的な活動を引き出すことに成功 した。

このように， Collaborationは， 発展学習の足が

か りとなるものである。

　本校では， この授業の考えを参考にす るとと

もに，授業のまとめとして，生徒 自身の発展学

習の結果をディジタル ・レポー トの形で集約 し

ている（図 ９）。これがThinkingの 段階であ り，

ここで得 られたコ メン ト （図10） を 「思考 ・判

断」の評価基準に照 らして評価す る。

図 ９　 ディジタル ・レポー トの作成

図10　 集約された生徒のコメン ト

(3)　「関心 ・意欲 ・態度」の評価

　 「知識・理解」，「思考 ・判断」などの評価に

ついては，テス トやレポー トにより評価を行う

ために必要な情報を収集することが比較的容易

である。しかし，「関心 ・意欲 ・態度」は，指導

者の働きかけや生徒自身のやる気などの要素が

-168-



複雑に影響し合っており，単純に 「態度」のみ

を観察して評価することは困難である。また，

指導者に優れた評価力がなければ客観的な評価

は難 しい。そこで，「関心 ・意欲 ・態度」の評価

について次のように定義し，その把握を試みた。

　 「生徒の心の奥に潜む 『意欲』などの情意的

な傾向を捉えるため，『思考 ・判断』，『知識 ・理

解』及び 『技能 ・表現』の観点を総合的に捉え

たものを 『学びへの意識の高まりの結果』 と判

断 し，『関心 ・意欲 ・態度』の評価規準に照らし

て段階分けをする。」

　例えば，内容(4)の 「イ　情報化が社会に

及ぼす影響」の単元 （題材）15「情報の信憑性

とメディア特性」における 「思考 ・判断」・「技

能 ・表現」・「知識 ・理解」の評価規準は，次の

とおり定めている。

【思考 ・判断】

・どのよ うな情報 ならば信憑 性 が高いのか

を判断できる。

【技能 ・表現】

・「情報の質」 に適 したメデ ィアを選択す る

ことができる。

【知識 ・理解】

・暮 らしの中の情報について， その信憑 性

を判 断す るための判 断基準 を持 って い

る。

　そこで， 生徒がこれ らの評価規準 に到達する

ための 「関心 ・意欲 ・態度」 として，次のよ う

な評価規準を設定し た。

【関心 ・意欲 ・態度】

・情報が社会に及ぼす影響を理解 し，情報

社会に参画しようとする意欲がある。

　 さらに， 「関心 ・意欲 ・態度」 を 「学びへの

意識の高ま りの結果」 として捉えるため，次の

ような評価基準を設定 した （表 １）。

表 １　 「関心 ・意欲 ・態度」における評価基準

　 「関心 ・意欲 ・態度」の評価がＡとなる 「学

びへの意識の高まり」があれば，他の観点にお

いて少なくとも１つは，評価がＡとなると考え，

「他の観点の評価結果に１つでもＡがあり，Ｃ

が全くない場合」に 「関心 ・意欲 ・態度」をＡ

と評価することとした。また，「他の観点の評価

結果がすべてＣである場合」に 「関心 ・意欲 ・

態度」をＣと評価することとし，その他の場合

をＢと評価することとした。

４　成果の普及と今後の展望

　 「学力の把握に関する研究指定校事業」は，「学

習指導要領に定める目標が，児童生徒にどの程度

実現しているかについて調査し，今後の改善のた

めに必要なデータの収集等を行う。」ことを目的と

している。本校では，観点別評価を導入すること

により，生徒の学習の到達度に関する詳細なデー

タを収集 し，多面的な評価を行ったり，集約 した

データや評価結果を指導者の授業改善を促す指標

として活用したりすることができるようになった。

　現在，各学校でシラバスが作成されるようにな

り，授業改善のPDCAサ イクルのうち，計画を立て

る(Plan)の 段階は充実してきているようである

が，計画を省察し練 り直す(Check→Action)と いう

段階はまだ十分とはいえない状況にあると考える。

また，そのことを体系的に進める手法についても，

各学校では十分には普及していない。指導案に評

価の計画を加え，さらに，生徒の学習成果も網羅

できる 「ティーチング ・ポー トフォリオ」を活用

することにより，授業改善をより効率的に進める

ことができるようになると考えられることから，

今後，「ティーチング・ポー トフォリオ」の研究 ・

開発とともに，その普及に努めたい。
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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 ： 鈴木哲夫

所 在 地 ： 千葉県 千葉市美浜 区若葉

３丁 目1番 ６

電話番号 ：043-211-6311

Ｉ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　幕張メッセを中核 とす る，千葉市幕張新都心

の文教地区に位置し，普通科においては，生徒

一人ひ とりが進路希望 ・個性 ・能力などに応 じ

た学習計画を立て， ３年間で卒業に必要な単位

を修得する総合選択制の単位制高校である。

　生徒の家庭等におけるインターネ ットの活用

目的は， ウェブページの閲覧 ・検索，電子メー

ル，掲示板への書き込み等 となってい る。ウェ

ブページによる日記の公開， ソフ トウェアのダ

ウンロー ドについては，問題意識が少ないよう

である。

２　 学校の概要 （平成19年5月1日現在）

教員 数　 140名 （18　名 ）

　 平成 ８年 の開校 時 よ り 「情 報」の授 業 を普通

科 で実施 している。各教科 の協力 を得て 「情報

科 」を組織 し， ティー ムテ ィーチングに よる授

業 を行 っている。 １年次 に 「情報 Ｂ」を必履修

とし， ２年次以降は自由選択科 目として，専門

教科情報の科 目である 「情報実習」 ・ 「情報 と

表現」などを設けている。

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

　 「問題解決 とコンピュータの活用」におけ

る生徒の実現状況について

(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］

①　問題解決 とコンピュータの活用

　生徒にテーマを決めさせ，協調 ・共同作

業により，グループで調査 ・分析 した結果

を発表させるという授業を行っている。

　この単元における評価は，生徒の自己評

価及び相互評価 をもとに，ティームティー

チングの各講座 担当者が行っているが，各

講座 間の評価の差が問題 となっている。

　評価規準を明確 にするとともに，生徒に

よる自己評価及び相互評価がゆらがないよ

うに評価 させる学習をさせ， 担当者の評価

に入れることが可能な確度の高さとなるよ

うにしたい。

②　情報社会を支える情報技術

　生徒のコンピュータ活用年数は年々増加

してお り，コンピュータの操作スキルは高

くなってきている。

　しか し，情報モラル及び情報セキュリテ

ィに関する授業前アンケー トを取 り入れた

ところ，認識及び姿勢が不十分であること

がより明確 となった。アンケー トを参考 と

して，生徒の弱い ところを強める授業展開

ができるよう，教材作成及び指導方法を研

究 したい。さらに，夏季休業中に課 してい

る情報モラルの レポー トの評価方法，知的

財産権，情報化の光と影に関する指導方法

を確立したい。
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［調査研究の対象］

２　 児童生徒の学習の実現状況と考察

　平成18年 度は各観点ごとの詳細な実現状況の

分析に至らなかったが，平成19年 度は教科会を

定例化し，指導方法及び評価について全講座の

担 当者 と検討できるようにした。

(1)　問題解決 とコンピュータの活用

　学校行事と関連付けたものとして羽田空港

までの経路探索，話題性のあるものとして北

海道の動物園や大阪のテーマパークな ど目的

地までの経路探索を通じて問題解決手法に触

れた。 さらに， 日常生活におけるＰＤＣＡの

活用方法を解説 し，協調 ・共同作業の在 り方

を指導した後， ３～４名の班を編制 し，自由

なテーマにより５分 を目安 としたプ レゼンテ

ーシ ョンを行わせた。

　平成18年 度までは問題解決手法の指導後に

プ レゼンテーションソフ トウェアの操作説明

を行っていたが，平成19年 度は操作できる生

徒が増えたことや情報に合った情報発信方法

を意識 させ ることも考え，特にソフ トウェア

の説明を必須としなかった。その結果，書画

カメラを活用 した動きのあるもの，スケ ッチ

ブックによる提示，寸劇な ど， 「いかに伝え

たいことを分かってもらえるか」， 「興味を

示 して聞いてもらえるか」を考慮 した多様な

プ レゼンテーシ ョンが行われた。

　毎時間の評価は作業記録簿 （班，個人）に

より行い，プレゼンテーシ ョンについては自

己評価及び相互評価 を取 り入れた。 さらに，

「ふ りかえ り」の時間を確保 し，相互評価を

指導者が評価するだけではなく，各班にフィ

ー ドバックし，自己評価と併せた検討結果を

発表す る機会 を設けた。

　問題解決手法については多くの生徒が初め

て触れ るものであったが，意欲的な取組が見

られ，相互評価 も十分に確度の高いものとな

っていると考えられ 「満足できる」と判断さ

れ る生徒が多くなっている。

　情報収集 ・分析は十分であるが，プ レゼン

テーションの字や声の大きさ，機器操作のと

まどい等により 「おおむね満足できる」と判

断された生徒については， 「ふ りかえり」を

発展させ， プレゼンテーシ ョンを再度行わせ

ることも検討 したいと考えている。

(2)　情報社会を支える情報技術

　年度当初に例年実施 しているスキルに対す

る生徒アンケー トに情報モラル等の内容を加

え，教材作成及び指導方法を検討す る際の資

料 とした。

［生徒アンケー ト］

問題 ではない，全 く問題 ではない割合 が多かった もの

1　ウェブペー ジで 自分の 日記 を公 開す る。

2　ウェブペー ジで 自分 の写真 を公 開す る。

3　ネ ッ トオー クシ ョンに欲 しい ものが あったので， さっそ

く入札 した。

4　イ ンターネ ッ ト上 に面 白そ うなゲー ムが あったので， ダ

ウンロー ドして使 った。

5　イ ンターネ ッ ト上 で面 白い情報が あったので， さっそ く

友達に教えた。

　生徒アンケー ト全体か らは，インターネ ッ

トに関する警戒心の薄さが見 られ，著作権，

個人情報の取扱い等を始めとした情報モラル

及び情報セキュリティの指導の必要性を強く
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感 じた。

　著作権，情報モラル及び情報セキュリティ

については， ビデオ視聴及び調べ学習を中心

に授業を展開 した。 ウェブ教材を用いた調べ

学習は生徒の興味 ・関心を引 くために効果的

であった。特に，著作権については，単元の

途中で改正法が施行 されたが，最新の情報に

より学習することができた。

　情報モラルに関する夏季休業中の課題につ

いては，レポー トの書き方を指導 し様式を統

一させ ると共に，具体的な評価方法について

事前に生徒に基準を提示した。レポー トのテ

ーマについては，生徒に自由に決めさせてい

るが，多くの生徒が同じようなテーマを選ぶ

傾向にあるため，工夫が必要である。

　情報モラル及び情報セキュリティについて

は，既に十分 コンピュータを活用できる生徒

にとって堅苦しいものであるとい う印象が強

いようであ り， 「関心 ・意欲 ・態度」につい

て 「努力を要する」と判断 される生徒が他の

単元と比較 して多 くなっている。

３　 評価方法に関する研究成果

　15の講座を20名近 くの担当者で授業を行って

いる。年度当初に評価の観点について検討 し，

指導内容，教材及び進度を揃えているが，平成

　18年度の学年末評価において，各講座担当の単

元毎の評価を全員で確認する機会を設けたとこ

ろ，講座間にぶれがあることがわかった。

　平成19年 度は，教科会を毎週水曜 日の５限 ・

６限に定例化 し，授業を進行する担当者が どち

らかの時限には打ち合わせに参加することがで

きるようにした。全員が一同に会 して検討 した

方が良いと思われる内容については，臨時に放

課後の教科会も設定 した。

　 教科会では， 「何をどこまで教えるか」につ

いて繰 り返 し検討 し，各観点の重み，重要事項

及び指導方法の確認を行い，生徒に配付するプ

リン ト及び提示する教材の内容を決定 した。

　 このことにより，授業における指導規準が明

確にな り，担当者が異なっていても，今まで以

上に全ての講座で同じ規準による授業が展開さ

れ るようになった。

(1)　問題解決 とコンピュータの活用

　プレゼ ンテーションにおける相互評価にお

いては， ５つの評価項 目についてＡ～Ｅの ５

段階で評価 し，良かった点，悪かった点， コ

メン トを記述 させている。

［評価シー ト］

　評価シー トには，氏名を記述させ評価に責

任 を持たせ るようにした。 「ふ りかえり」に

活用する時には，氏名の部分を切 り取ること

ができるようになっている。

　平成18年 度は，各項目の評価基準を生徒に

決めさせ，それにより自己評価及び相互評価

を行わせ るとい う試みを幾つかの講座で行っ

た。評価基準を生徒に決めさせても従来の方

法と評価にあま り差がない，生徒に評価基準

を明確に示 した方が良いとい う意見が多かっ

たため，平成19年 度は各項目の評価基準とし

て， ５段階の うちのＡ ・Ｃ ・Ｅの例を評価シ

ー トに記載 した。 このことにより，より信頼

性の高い責任のある評価 を行わせることがで

きたと考えている。

　講座間の評価のぶれを少なくす る方法とし

て，生徒による評価をもとに各講座担 当者が

評価を行った後， 各講座の優秀作品を学年集

会等 を活用 して比較検討 し，全講座の評価に

反映 させ ることも検討している。できるだけ

多くの人の前で，可能であれば初めて会 う人
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　 の前でプレゼンテーションをする機会を設け

たいと考えている。

(2)　情報社会を支える情報技術

　 コンピュー タの操作及び情報モラルについ

ては，授業開始時のスキルチェック等のアン

ケー トにより生徒に大きな差があることが確

認 されている。授業による変容を評価に加え

たいと考え，平成18年 度は，年 ３回行ってい

る生徒による授業評価の第 １回評価用紙に，

情報モラルについての事前アンケー トを付け

加 え，授業後 との差を確認 した。平成19年 度

においては，授業開始時のスキルチェック等

のアンケー トに情報モラル及び情報セキュリ

ティに関する内容 を加え，アンケー ト結果に

基づいた教材作成及び指導方法の改善を行 う

ことができた。

　 生徒には，コンピュータを操作できること

と正 しく活用できることとの区別を明確に指

導する必要性を強 く感 じることか ら，さらに

指導方法 ・評価方法を改善 していかなければ

ならない と考えている。

　 夏季休業中の情報モラルのレポー トについ

ては，他の講座の生徒のレポー トを見る機会

が少なく，各講座 担当者の主観によるものと

なっていた。教科会において， レポー トを評

価する際の規準を明確にし，それに基づいて

指導に当たったこともあり，以前に比べてぶ

れが少なくなった と思われる。

４　成果の普及と今後の展望

　問題解決学習における評価については，ティ

ームティーチングによる複数の指導者による評

価， 生徒に基準を設定させ評価する相互評価，

評価規準を明確に提示 した相互評価などを行っ

てきた。

　生徒による自己評価及び相互評価の確度は高

ま り，指導者の評価 と生徒の評価が一致するよ

うになったことか ら，生徒の評価をそのまま評

価 とす ることも可能であると思われる。 さらに

生徒の評価の確度を高める方法についての研究

を重ねていきたい と考えている。

　また，相互評価 と複数の担当者による評価を

講座を越 えた全体の評価にどのように反映 させ

るかとい う，プ レゼンテーション評価の継続的

な課題を解決する具体的な評価方法を見つけ出

したい と考えている。

　平成19年 度は，年度当初からの実践 となった

ことか ら， 「情報技術における人間への配慮」

及び 「情報技術の進展が社会に及ぼす影響」に

関する用語の認知度を事前に調査することがで

きた。単元で取 り扱 う予定の暗号化 ・電子署名

・ファイアウォール ・テクノス トレス ・ディジ

タルデバイ ドについては認知度が低いことがわ

かり，教材作成を計画的に行 うことができたと

思われ る。

　本研究を通じて，評価 ・指導方法について担

当者間で今まで以上に検討 ・改善を行 う機会が

増え，授業の質の向上が図られている。

［規準検討及び教材開発の流れ］

　教材の作成に当たっては，授業で配付するプ

リン トの内容を，生徒の状況及び授業の進捗な

どを考慮 しながら担当者全員で意見交換を行っ

ている。意見交換においては， 「最低限説明す

るもの」， 「生徒に身に付けさせたいもの」が

具体的に議論される。

　意見交換 ・改善作業を経て全生徒に配付され

るプ リン トが，その単元における指導規準 ・評

価規準そのものであると考えることができる。

　生徒の授業評価も好評であることか ら，評価

方法を継続的に研究す る態勢を維持することが

必要であると考えている。
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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 ： 古谷活 也

所 在 地 ： 福 井県小浜市 千種 １丁 目6-13

電話 番号 ：0770-52-0007

Ｉ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　本校のある小浜市は，福井県南西部に位置し

ている。古代か ら日本海 を隔てた対岸諸国との

交易が開 け， 日本海側屈指の要港 として栄え

た。

　 本校は今年度創立110周 年 を迎えた，地域の

大規模校である。部活動も盛んで，ラグビー部

やボー ト部などが全国大会で活躍 している。

　全 日制 においては地域の進学校 としての期

待が大きく，商業科，情報処理科でも進学体制

を整えている。一方，生徒の進路状況は多岐に

わたる。そのため，学年会を中心に早期か ら進

路指導が行われている。その進路指導と連携す

る意味か ら教材 として進路情報を扱った授業

を行っている。

２　 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

教員数 　 79名 （1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

　 進路情報を利用 した情報収集 ・発信能力の

育成への考察と評価規準について

(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］

　 各単元において，それぞれの到達 目標を示

し，個々の情報 リテラシーを高めることをね

らいとした。

　 従来は進路情報 を収集す るにあた り，教員

側があ らか じめ推薦す るサイ トや書籍 を用

意 して しま うことで個性のない内容になっ

て しまいがちであった。そのため， 「価値の

ある情報(intelligence)」 を得 られるための

工夫を学び情報収集の技能 を高 めることを

ね らい とした。具体的には，検索サイ トにお

ける絞 り込み検索の方法や検索キー ワー ド

を考えるための手助けを行った。その結果 と

して，検索サイ トにおけるキーワー ド入力に

ついての変化 を調査 し，情報検索能力の向上

を研究 した。

　 そ して， Webペ ージ作成 とプレゼンテーシ

ョンを通 じて情報 を他人に伝 えるための表

現方法を理解 し，情報伝達能力を養った。

　 平成18年 度 における調査研究においては，

プ レゼ ンテー シ ョンを行 った後 に年間のま

とめとしてWebペ ージの作成を行ってお り，

今年度 も当初はその予定であったが，生徒が

プ レゼ ンテー シ ョンを行 うための情報収集

が不足 していることから，単元の順番 を入れ

替 えた。
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①　Webペ ージによる情報発信

　 この単元では，情報機器を用いて，進路

実現のための情報活用方法を学ぶ。

　 平成18年 度 における調査研究では，生徒

に対 して到達目標を詳細に示 したため，全

体 としてはま とま りの ある作 品が多かっ

た。反面，面白味に欠けるものが多 くな り，

個性 を失わせ る結果 となった。

　 そのため，今年度 は生徒への最低限の到

達目標 を示すことで，個性的な作品を期待

した。

②　 プレゼンテーシ ョンによる情報伝達

　 プ レゼ ンテーシ ョンを通 じて進路 に関

する情報を聴衆に伝える。そして聴衆にわ

か りやすく表現できていたかを評価す る。

　 生徒間で行 われる評価に対 して規準を示

し，生徒 自身が他者を評価す ることの重要

性を理解 させ る。

　 平成18年 度における調査研究では，生

徒相互間評価 に関 して，明確な評価規準を

示 しても個々の生徒の評価す る観点や能

力に差が見 られた。そのため生徒相互間評

価の比重について， 見直しを検討 した。

［調査研究の対象］

①　Webペ ージによる情報発信
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②　 プ レゼンテー ションによる情報伝達

※　 表 中の項 目 「関」 は 「関心 ・意欲 ・態度」，

　「思」 は 「思 考 ・判断」，　 「技」 は 「技能 ・表

現 」，　 「知」 は 「知識 ・理解 」 を指す 。

※　表 中の項 目内容 「前」 は単元前半，　 「後」 は

単元後 半，　 「全 」は単元全般 の評価 の観 点 を指

す。

２　 児童 生徒の学 習の実現状況 と考察

　評価規 準 として， 単元 の前 半で は 「関心 ・意

欲 ・態度 」で あった観 点が， 単 元が進む に当た

って 「思 考 ・判断 」，　 「技能 ・表 現」，　 「知識

・理解」 に発 展す る と考 える。 つま り，　 「関心

・意欲 ・態度」 がベー スに あって， そ の上 の評
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価になると考える。

  「①Webペ ージによる情報発信」 と 「② プレ

ゼンテーションによる情報伝達」において， 同

 じ評価 内容で も評価の観点は異なるものがあ

 る。つま り，評価の時点で 「思考 ・判断」， 「技

能 ・表現」， 「知識 ・理解」となる。

 情報収集面において，生徒の情報検索力を計

 るために，情報検索のキーワー ド入力内容 を収

集 した。そのために，VB Scriptで 独 自の検索

フォームを作成 し，授業担当者が開設 している

Webサ イ トを通 じて生徒に利用させた。

 情報検索の内容では，絞込検索を指導する前

 と指導 した後では検索内容は明 らか に変化 し

た。検索キーワー ドとしては自分の関心のある

大学名 を直接入力す ることが多く，情報検索で

 の工夫が少なかった。

 情報収集 を行 うに当たって，サイ トの利用だ

 けに留ま らず，進路指導室が保有する情報も利

用できるとよい。今後， この点についても指導

 を行っていく。

①Webペ ージによる情報発信

  Webペ ージを作成する場合は，他人に見て

  もらうことが前提 になるため，公的な閲覧に

  耐え得るものを意識 させる必要がある。

   また，Webサ ーバに保存す るためにはその

  サーバのルールに従 うことになる。その点を

 踏まえ，教師側か ら指定 されたフォル ダ名や

  ファイル名 をルール化す ることが情報の共

 有のために必要であることが認識できた。

3 評価方法に関する研究成果

  評価規準をあ らか じめ示すことで，生徒が目

指すべき到達 目標が分か りやす くな り，実習 自

体はスムーズに進んでいる。

  授業情報や評価規準は，二学期前半までは文

 書情報 として生徒に配布 していた。二学期後半

からは授業担 当者が開設 しているWebサ イ トを

通 じて授業情報を発信 し，それを通 じて 「見や

す く，全体的に統一感がある」Webサ イ トを意

識 させ るために作成 し，生徒にも参考にさせて

 い る。

  生徒は本資料作成時点 （19年12月3日 ）で

 は，授業用Webサ イ トを利用 して情報を得 るこ

 とに慣れていないため， 自習時間中に授業指示

 を発信 した。しか し，その指示に従えた者が 極

 めて少ない結果 となった。今後は，授業用Web

サイ トの利用 を徹底 したい。

  評価の方法としては，各授業時間内の学習状

況を把握よ りも単元毎に区切 られた学習内容に

応 じた評価規準 となった。各授業での自己評価

 を行 うために， フリーソフ トなどを利用 して自

 己評価 を定期的に行いたい。

4 成果の普及と今後の展望

  進路指導 を充実 させ るために， この授業で進

路情報を扱 うようになった。 しかし，毎年変わ

 る学年会の進路指導方針 と本授業の内容を合致

 させ ることが不十分であった と反省 している。

  Webサ イ トの構築に関しては，学習の総括 と

 して高い効果が得 られ る。今年度までは学校の

 コンピュー タ環境の都合でデータベース化でき

 なかったが，来年度からイン トラネッ トサーバ

 を設置することか ら，評価を広 く得 ることがで

 きる。そ して，評価を広く得る工夫をしていく

 こととした。そのためには，評価用のソフ ト利

用が必要になるため，開発を行 う。

  また， イン トラネ ッ トサーバで校内用の進路

データベースを構築 し，データベース化 したも

 のを，次年度以降の生徒が利用できるように研

 究 していくつもりである。

  普通教科 における情報は，大学への進学や企

 業への就職 など，高校卒業後の将来に必要な学

習である。また，他教科を学ぶ上での補助的な

 ツール として生徒が活用できることが 目標 とな

 る。そのため，正 しく情報を活用できる能力を

 育成 し，操作面 より情報活用面を評価すること

 を重要視 していく必要がある。
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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 ： 合原 長俊

所 在 地 ： 福 岡県柳川 市本 町142番 地

電話番号 ：0944－73－3116

Ⅰ  研究指定校の概要

1 学校 ・地域の特色及び実態

 本校は柳河藩の藩校 として文政7年 に創設さ

れ，今年で創立 １８４年を迎える歴史と伝統あ

る学校である。藩校 「伝習館」の校名を継承 し，

地域に根ざした学校 として地域の人々に期待 さ

れている。また，生徒はほぼ全員が進学希望で

あり，平成 １９年 ３月の実績で １１４名の国公

立大学合格を果た している。生徒の進路希望実

現と社会の発展に貢献するために 「自ら学び考

える知性をもつ人間の育成」を第一番 目の教育

目標にして，高い学力向上を目指 している。

  さらに，平成 １８年度から３年間の予定で，

本県及び我が国の将来を担 うリーダー的役割を

果たす人材を育成す ることを目的とした21世

紀人材育成プログラム推進校 「ふ くおかスーパ

ーハイスクール」の指定を県教育委員会から受

け，次代を担 う有為な人材を育てることを目標

としている。

 その実現のため，生徒の潜在能力を伸ばし，

教員の熱意 と工夫によって，高い学力を付ける

ことが本校の課題であるといえる。

 また，進学は言 うまでもなく，部活動，学校

行事， ボランティア活動も盛んで，部活動にお

いては，多くの部活動が県大会に出場 している。

このように，本校では，知力だけでなく徳力 ・

体力のバランスのとれた立派な人づ くり「を行っ

ている。

2 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

    教員数 全日３９名 （２名） 定時７名

 科 目の開設状況 ：情報Ｃを １年次に実施

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

   情報通信ネッ トワーク分野における評価の

  観点と具体的評価法

 （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］

  情報通信ネ ッ トワークは，今日の情報通信

  ネ ットワーク社会のインフラとなるものであ

  り，企業や学校，家庭など社会の隅々まで浸

 透 しつつある。

  実際に，多 くの生徒はパ ソコンや携帯電話

  によるインターネ ットの利用や電子メールの

 や りとりを経験 してお り，生徒 自身は意識 し

 ていなくても情報通信ネ ットワークは身近な

  ものとなっている。このような状況において、

 生徒はその利便性を享受すると同時に，情報

 通信ネ ッ トワークによる トラブルに巻き込ま

 れる可能性も増大 している。

   このよ うな社会の中で生きていく生徒たち

 には，情報通信ネ ッ トワークの基本的な仕組

 みを理解 し，情報通信ネ ッ トワークを用いた

 コミュニケーション能力を身に付けさせ るこ

  とが不可欠である。 さらに，情報通信ネッ ト

 ワーク社会において情報化が社会に及ぼす影

 響，ネ ットワーク社会におけるモラルやマナ

 ーについての問題を自分のこととして考える

 態度を身に付けさせることが必要 となる。

  生徒 にこのような学習成果を上げさせるた

 めには，生徒がその内容を確実に身に付けた

 かどうかを正 しく評価す る必要がある。その
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 ために，この研究では，情報通信ネッ トワー

 クの学習による成果を正しく評価できるよう

 な評価方法の開発 と，それに伴 う評価規準の

作成を行なった。

  平成18年 度における研究においては，概

 ね予定 していた分野について評価方法の開発

 ・評価規準の作成を行 うことができた。それ

 を用いて実際の評価を行い，評価方法 ・評価

規準が適切であるかを検証 した。 しかし，検

 証す る時間的余裕が十分ではなく，実施 した

対象生徒が一部のクラスに限られたり，評価

規準が生徒の実態に合わないなどの課題がみ

 られた。また，評価方法についても評価に過

大な時間 と労力を要 し，現実的な評価方法 と

 しては利用が困難なものもあった。このよう

な反省の元に，平成19年 度はより多 くの生

徒を対象とした評価方法 ・評価規準の検証 と

その反省に基づく改善を行った。

［調査研究の対象］

第1学年 情報C

2 児童生徒の学習の実現状況と考察

 （1）生徒の学習の実現状況について

   生徒は，真面目に授業を受けてお り，大多

  数 の生徒は概ね満足できる成果を上げてい

  る。詳細を見るとコンピュータを多用す る教

  科であるためか，生徒によつて関心 ・意欲に

  かなりの差があ り，コンピュータに興味 ・関

  心が高い生徒は熱心に授業に取 り組んでいる

  が，それほど興味 ・関心を示 さない生徒に関

  しては授業に対するモチベーションが高くな

  い。

   さらに，生徒には 「情報の授業＝コンピュ

 ータの授業」 とい う意識が強 く，一部にはそ

 れだけで授業に対する興味 ・関心をなくす生

 徒が見 られる。これ らの生徒に対 して， いか

  に積極的に授業に参加 させ るかが課題であ

  る。「情報」は，携帯電話などの情報端末ま

  で含めて情報機器 を効果的に活用することで

  よりよい社会生活を営むための教科であり，

  コンピュータの使用法のみを学習するのでは

  ないことを示 し，これ らの生徒の先入観 を除

  く必要がある。

 （2）生徒の学習についての考察

  生徒の学習に関して，単元の導入部などの

  ように一般的な知識で理解が可能 な内容につ

 いては，困難なく授業を進 めることができ，

 大部分の生徒が概ね満足できる成果を上げて

 いる。具体的には，ディジタル化 と情報社会

 の導入部で身近にある情報機器の例を挙げさ

 せたり，インターネ ッ トのしくみの導入部で

 生徒にインターネッ トで可能な事例を挙げさ

 せるなどでは，ほとんどの生徒が様々な例を

 示すことができる。

  実習を主体 とす る学習内容についてみ る

  と，日頃から授業の中で利用しているインタ

 ーネ ッ トや共有フォルダ ・ネットワークプ リ

  ンタに関する実習については，特に問題なく

 ほとん どの生徒が概ね満足できる実習成果を

 上げることができた。その反面，ネ ッ トワー
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  クの構築や通信の確認などの技術的に多少高

  度な内容になると個人差が大きくな り，十分

  満足できる生徒も多いが，同時にもっと努力

  を要する生徒 も多くなる傾向がある。

   さらに，ネ ットワークの転送速度の計算な

  ど計算能力が必要な内容に関しては，説明だ

  けでは十分な理解を得 られず，十分な時間を

  充てて演習などを多く取 り入れる必要性が感

  じられた。

   このような技術的な内容及び数学的な能力

  を要す る内容に関しては，個人差が存在する

  ことは当然であ り，努力を要する生徒につい

  てのフォローをいかに行 うかが重要である。

  ただし，評価規準によっては努力を要する生

  徒の割合がかなり高 くなったものもあり，限

  られた授業時間の中で どの程度の成果を要求

  するかを見極めて評価規準を定める必要性を

 感 じた。

3 評価方法に関する研究成果

  以下に挙げた評価方法を実施 し，それぞれの

観点に応 じた生徒の学習実態の評価を行った。

 （1）提出物による評価

  授業の内容等を学習ノー トに記述 させ，そ

  の記述内容から授業への意欲 ・態度を評価 し

 た。評価規準 としては， 自分な りに考えて記

 述 している場合をA， 授業の説明をそのまま

 記述 している場合 をB， 記述が十分でない場

 合をCと した。

  特別な技能を要す る内容ではなく，真面目

 に学習に取 り組んでいれば，概ね満足できる

 評価 を得 られ るものであり，評価でCと なっ

 た生徒はほとんどいない。また， これ らの生

 徒についても事後指導で満足できるまで学習

 成果を上げることができた。

（2）演習プリン トによる評価

  情報通信ネ ットワークの利点や効率的なデ

 ータ転送の工夫な どに関 して生徒自身の考え

 を引き出す場合に，演習プ リン トを準備 し記

述 させた。演習プリン トを提出させ， その内

容により思考 ・判断の評価を行った。生徒が

自ら考えて演習プリン トに取 り組むことによ

り，指導者側か ら一方的に情報を伝 える方法

に比べて学習への意欲が高まるようである。

 具体的には，パ リティチェックによるデー

タの誤 り検出やチェーンメールの問題点な

ど，生徒 自身に考えさせ ることが必要な学習

内容において演習プ リン トによる評価を多用

した。図1は， 実際に用いた演習プリン トの

1つ である。

    図1 演習プリン トの例

  演習プ リン トを用いた評価については，学

 習内容により，評価のＡ， Ｂ， Ｃの割合がか

 な り異な り，評価規準の設定が比較的困難で

 ある。指導者側の想定で評価規準を定めてい

ても，予想外に生徒の理解度が高かったり，

また，逆に低かった りするなど1回 のみの評

価では評価規準を確定することができなかっ

 た。複数回の評価を行 う中で，最適な評価規

準を定める必要が認められた。

（3）グループ討議及び発表による評価

  情報通信ネ ットワークの課題やセキュリテ

 ィの問題点などに関する内容で個人個人での

考察では不十分 と思われる場合は， グループ

討議を行わせ班ごとに発表させた。その発表

や班ごとの討議内容 を個人別にレポー トとし

て提出させ， それを元に思考 ・判断の評価を

行った。

 生徒の自発的な活動が中心となる評価方法

－180－



 であり，生徒が主体的に授業に参加するとい

 う効果があった。ただ し，レポー トは個人別

 に提出させ るが，同一グループ内ではレポー

 トが似た内容 とな り，完全に個々の評価 と見

 なせない部分 もあることが課題である。 これ

 に関しては， この評価法単独で評価を決定す

 るのではなく，他の評価 と組み合わせて総合

的な評価を行 うことで対応することが必要 と

 なる。

（4）実習による評価

  ネ ットワークの仕組みや効率的なデータ転

送の工夫など，技術的な側面が多い内容につ

いては，実際にネッ トワークの構築や設定な

 どの実習を行い，その成果をもって技能 ・表

現の評価 とした。ただ し，実習内容としては，

生徒 自身が今後必要になると思われる内容に

絞 り，あまり専門的な内容には踏み込まない

 ようにした。

  たとえば，ネ ットワークの実習では，社会

に出た後，生徒自身が活用することになるで

あろう電子メールの設定や送受信，家庭内で

のコンピュータネ ッ トワーク構築を想定 した

ネッ トワーク機器の接続などの実習を行い，

評価 を行った。ただ し，ネッ トワークの実習

においては学習の成果物が残 らないため，評

価が行いにくいとい う欠点がある。今回の研

究では，電子メール送受信のログ （図2） を

確認 したり，指導者側から接続確認を行った

りして成果を評価 したが，指導者側にそれな

 りの手間と技能を要 し，万人向けの評価法 と

は言い難い面がある。ネ ットワークに関する

実習の評価方法については，今後 とも検討を

行っていく必要がある。

図2 電子メ－ル実習のログ

   なお， 実習による評価は，個人の能力差が

  直接評価に現れ る評価法であ り，Ａ， Ｂ， Ｃ

  に割合が大きく分かれた。 これについては，

  評価規準そのものの検討ではなく，評価でＣ

  となった生徒へのフォローが課題 となる。

 （5）ペーパーテス トによる評価

   授業で，学習 した内容がきちんと理解 され

  ているかについては，定期考査においてペー

  パーテス トを実施，それを元に評価 した。設

  問の ７割以上の解答をＡ， ３割～ ６割の解答

  をＢ， ３割未満の解答をＣとしたが，評価の

  割合は，指導者の想定よりややＡや Ｃの割合

  が多くなる傾向があった。

   なお，定期考査の結果を元に個々の単元（学

  習内容）について評価を行 う場合，設問ごと

  の集約が必要 となり，評価が煩雑になるとい

  う側面がある。この対応 としては， １つの単

  元の終了にあわせて小テス トを実施 し，それ

  を元に各単元の評価を行 うなどの方法が考え

  られる。

４ 成果の普及と今後の展望

  ２年間の研究で，十分とはいえないもののそ

れな りの成果を上げることはできた。研究の途

 中ではあるが，すでに県教育委員会主催の教育

課程研修集会や 「情報」の教科研究部会の研修

会などで現在までの成果について発表 し，多く

の先生方の参考にしていただいている。今後と

もできるだけ多くの機会を捉えて，研究成果の

普及に努 めていきたい。

  また，研究内容に関 していえば，まだまだ改

善の余地がみ られる。たとえば，評価方法につ

いては，今回の研究で実施 した方法以外にも様

々な評価方法が考えられるし，評価規準につい

ても，まだ一部 には指導者側の想定 と生徒の実

態 とにずれがあるなど課題 もみ られる。今回の

研究を生かし，今後 も評価方法の開発と評価規

準の改善を進めていきたい。
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