
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
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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

　明治33年 創立，創立100年 を超 える伝統校。

全 日制課程のほぼ全員が大学進学志望であると

ともに，部活動も盛んな進学校である。平成16

年度から全 日制課程が単位制普通科に改編 し，

少人数授業や特色ある学校設定科 目を開講 し，

学力向上に努めている。評価については，7月

に全保護者 ・生徒に対 して，アンケー トを実施

し，教育活動に反映させ るなど全校をあげて積

極的な取組を行っている。調査研究対象クラス

は，3年 次生3ク ラスで理数系に興味 ・関心が

高い生徒たちである。

2　 学校の概要 （平成19年5月1日現在）

教員 数　 70名 （10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

　 「書くこと」へ結び付ける 「読むこと」の

指導

　 （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〕

　 「高等学校教育課程実施状況調査 （国語 ・

国語総合）」（平成19年5月 ）では，〈読むこと〉

について 「文章の部分は読めても，文章全体

の展開や内容を的確に読み取ることができな

い生徒が一定数存在する」とい う現状を踏ま

え， 「根拠や証拠をテキス トや資料か ら読み

取って検討 し （論証的思考）， 自身の考えを

筋道立てて相手に分か りやす く表現する力

（論理的表現力）を育成す る。」 ことを指摘

している。

　 この指摘は，平成18年 度調査研究の本校現

　　代文アンケー トや評価の過程でも如実に現れ

ている。改善を目指 し評価規準に則 したワー

クシー トを作成 し，授業を展開した。これに

より評価規準が具体化 され，生徒が授業のポ

イン トを意識 し，主体的に学習に取 り組むき

っかけとなり， さらに書 くことを通 して，思

考を深めることができ，知識を獲得する喜び，

考えを表現する喜びを述べる生徒が存在する

一方で
，語句や内容，論理構成の難 しさから，

文章全体の内容を的確に読み取ることができ

ず，学習意欲が低下 している生徒が存在する

ことが分かった。 自分の考えを論理的に表現

することについても，同様なことが言え，適

切な指導が必要であることが分かった。

本校現代文アンケー トよ り抜粋 （平成19年3月 ）

（単 位 ：％）
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Q　 授業 を通 して， どの ような学力 が付い たか。

（単 位 ：％）

○評論文 が好 きな主 な理 由

　 ・さま ざま な知識が身 に付 くか ら。

　 ・自分 の考 えが深ま るか ら。

○評論文が嫌い な主な理 由

　 ・重要 だ と思 う部分が授業 と一致 しない。

　 ・言葉が難 しい。何 がいいたいのか分か らない。

○小論文 を書 くこ とが好 きな主な理 由

　 ・文章 を書 くことが好 きだか ら。

　 ・自分 の考 えを書 くことがで きるか ら。

○小論 文 を書 くことが嫌 いな主な理 由

　 ・作文 との違いが分か らない。

実力考査 Ⅰ分 析 よ り抜粋 （平成19年4月 ）

（単 位 ：％）

　平成19年 度研究対象 とした教材は，文化の本

質にっいて，様々な観点から，論理的に述べた

文章である。価値観が多様化す る現代，普遍的

な論理構成を的確にとらえる読みから，自分な

りの考えを深めた り，発展させた りす ることの

指導を通 して，「書くこと」に結び付ける 「読

むこと」の指導方法の開発，評価の観点に基づ

く指導，評価の在 り方の具体化，PISA型 「読解

力」を意識 した指導の改善をねらいとした。

［調査研究の対象］

3年 次　 「現代文」3ク ラス

2　 児童生徒の学習の実現状況 と考察

　 ワー クシー トとノー トへの記述の点検 を通 し

て，評価 を行った。評価規準 が具体化 された ワ

ー クシー ト （資料1　 現代文 ホ ッププ リン ト・

資料2　 現代文 ジャンププ リン ト） によ り，授

業のポイ ン トを意識 し，主体的 に学習 に取 り組

む きっか けとな ると ともに，書 くこ とを通 して，

思考を深 め ることがで きた。

　 資料1　 現代文ホッププリント

資料2　 現代文 ジャ ンププリン ト

　 また， ノー トへ の記 述の点検では，思考過程

を評価す るポー トフォ リオ評価 を行 った。 評論

Ⅱの単元 では，3つ の題材 を扱 ったが，テーマ

の観点か ら述べ る と， 「（伝統 ）文化 」が共通の

キー ワー ドとな り，論 理の観 点か ら述べ ると「対

比」 が共通 の論理構造 の中心 となっている。 ノ

ー トへ の記述 を振 り返 り，3つ の題材 の比較 を

通 して， 「（伝統）文化 」について，それ ぞれの

筆者 の観 点や考 えの違 い を明 らかにす るととも

に， 自分 な りの考えを深 めた り，発 展 させ た り

す ることができた。

　 ワー クシー トとノー トへの記述の点検 を併用

す ることで，柔 軟な評 価，指導が可能 とな り，

的確 な学習 の実 現状況の把握 につながった。
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　 今後の課題 と しては， ワー クシー トの工夫 を

通 して，形成 的評価 を行 うことで，よ り的確 な

学習の実現状況の把握 につ なが ると考 える。

3　 評価 方法に関する研究成果

　 「高等学校学習指導要領」（平成11年3月 告示）

の 「現代 文」 の言 語活動例 で は， 「ア論理 的な

文章を読 んで，書き手の考 えや その展 開の仕方

な どについて意 見を書 くこと。」と 「読む こ と」

と 「書 くこと」を関連 させ た学習活動 の展開が

具体的 に示 され てい る。

　 また，青木幹勇氏 が提唱す る 「第三の書 く」

は，その著書のサブ タイ トル 「読むため に書 く，

書 くた めに読む」が示す よ うに 「読む こ と」 と

　 「書 くこと」とを関連 付 け，「読むために書 く，

書 くた めに読む ， と2つ に書 き分 けたが，この

書物 に書かれてい る場合， ともに，読む こ とを

支 える書 く活動で あって，学習 の主軸 は読む こ

となのです。」 （「第三 の書 く」国 土社，1986）

と， 「書 く」 こ とが 「読 む こ と」 を支 え ると と

もに， 「読む こ と」 の改善 と充 実 につ なが るこ

とを指摘 してい る。

　 以上 を踏 ま え，本研 究では，普遍的な論理構

成 を的確 に とらえる読みか ら，書 き手の考 えや

その展開の仕方な どについて 自分 な りの意見 を

書 くことを通 して， 自分 な りの ものの見方，感

じ方，考え方を，ク ラス全員の参加す る学習活

動において深 め ることがで きるとい う発想に よ

り研 究を開始 した。 具体的には，評価 規準を明

確 に した ワークシー ト作成の工夫 を通 して，評

価 の改善 を図る とともに，評 論 Ⅱの単元で扱 っ

た3つ の題材 を比較す るために， ノー トの記 述

の点検 に よるポー トフォ リオ評 価の工夫 を通 し

て，評価 の改善 を図った。

　 ワークシー ト作成 の工夫 としては，1教 材 に

つき2枚 のワー クシー トを準備 し，それ ぞれ 「ホ

ッププ リン ト」（Ｂ４判 ），「ジャンププ リン ト」

　 （Ａ ４判） と名付 け，教材 におけ るワークシー

トの役割やっ なが りを生徒 たちに意識 させ ると

ともに，教材間 のつ なが りを もたせ た。評価 の

観点 は， 「『ホ ッププ リン ト』 ＝語句 の意味，用

法 を的確 に理解す る ことができ る。」， 「『ジャ ン

プ プ リン ト』」 ＝論 理的 な文章 につ いて，論 理

の展 開や要 旨を的確 に とらえる こと。」と した。

成果 としては，評価 の観点 を絞 ったワークシー

トを作成 したた め，各授業 ご とに観 点 ごとの学

習 につい て，実現状況や 関心 ・意欲 ・態度 を適

切 に評価で きた。書 くこ とを通 して ，生徒全員

が授業 に集 中 し，教材 に対す る理解 を深 め， 自

分 の考 えを発展 させ るこ とがで きた。 グルー プ

ごとに書 き手の主張 に対す る意見やテーマ に沿

った生徒 自身の意見 について の話合 いの場面 で

も，書 くことを通 して，考 えや意見 をま とめて

か ら話合 い とな るので，生徒た ちは主体的 に話

合 いに参加 し，授 業で の活動が考 えや意見 を鍛

え上げ る議論 の場 とな った。

　 ノー ト記述の点検 に よるポー トフォ リオ評価

の工夫については，読み と書 きの両方 のプ ロセ

スを重視 し，生徒 の学 習実現状況に応 じてステ

ップを細分化 し，書 いた もの を集積 し，問題 の

所在 が どこにあ るのか を明確 に し，次の課題へ

生 かす工夫 を行 ったこ とであ る。 平成18年 度 の

調査研究 に より明 らかになった，論 理的な文章

を読 む こ と ・書 くこ とに対 して苦 手意 識 を持

ち，意欲 がわかない生徒へ の指 導の取組 であ る。

題材 のテーマや論理構 造につ いて，興味 ・関心

が高 く，専 門的 な知識 を身 に付 けてい る生徒 が

い る一方で，興味 ・関心が低 く，一般 常識 的な

知識 さえもまま な らない生徒 がいる。 この状況

は生徒個人 によ り，固定的 な ものではな く，テ

ーマ によって変わ って くる。 そ こで，評価規準

に基づいた課題 を設定 し，授業 にお いて生徒 そ

れぞれの課題への取組 の観察や ノー ト記述 を点

検 し，個 々に応 じた ステ ップを設定す るこ とに

よ り，的確 な学習実現状況 の把握 につ ながった。

また，授業 において ノー ト記述 を読み 直す こ と

に よ り，今まで学習 してきた学習 を振 り返 るこ

とや，題材 同士の比較 を通 して，書 き手 の考 え

や展開の仕方を相対化 して理解す るこ とがで き
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た。ノー トには自由に使用できるスペースが多

くあり，実情に合わせてて， 自分のノー トを作

成 している。本校における 「現代文」の3年 次

配当単位は２単位であるため，授業時間を有効

　に使わなければならない。ワークシー トによる

評価の工夫によって，生徒全員に対 して効率的

で適切な評価が可能にな り，さらにノー ト記述

の点検によるポー トフォリオ評価の工夫によっ

て，普遍的な論理構成を的確にとらえる読み，

各 自の考えを書くことを通 して，「（伝統）文化」

について，自分なりの意見を持ち，論理的思考

　を鍛え上げる授業を展開することができた。

本校現代文アンケー トより抜粋 （平成19年11月 ）

Ｑ　授業を通 して，どのような学力が付いたか。

○論理 力が付 くと思 う主な理由

　 ・文章のスター ト （問題 意識 ） とゴール （結

論 ）を確認 してか ら， 読むので （文章構成

　が）分か りやすかったか ら。

　 ・どの文章 も同 じ構成 （対比） を意識 して読

んだか ら。

　 ・対比で文章 を書いたか ら。

○表現力 が付 くと思 う主 な理 由

　 ・小論文の書 き方が分か った か ら。

　 ・文章構成 を意識 して書 けたか ら。

定期 考査IV分 析 よ り抜粋 （平成19年11月 ）

4　 成果の普及と今後の展望

　 目標 に準拠 した評価規準を定め，授業 を行 う

ことにより，ポイン トが明確な授業を展開でき

るともに，知識だけではなく，意欲についても

客観的に評価す ることができ，次の題材 に生か

す ことができる。PISA型 「読解力」が定義す る

「読解力」の3側 面 （「情報の取 り出 し」，「解釈」，

「熟考 ・評価」）についても，目標に準拠 した評

価規準を定め，指導に当たることによって身に

付けることができると考える。

　評価方法の工夫については，複数の評価方法

を組み合わせた柔軟な評価を行 うことで， より

的確な学習実現状況の把握ができると考える。

その中でも，ポー トフォリオ評価は，書いたも

のを集積 し，読み書きのプロセスを重視す る評

価が可能で，個々の生徒の学習実現状況に応 じ

た指導ができるとともに，単元や題材間の関連

を意識 した授業が展開できると考える。

　 「現代文」とい う科 目は一般に文章を読むこ

とのみに偏 りがちであるが，読むプロセスの中

に 「書 く」 とい う行為を入れることで， 生徒の

取組が受動的なものか ら能動的なものへ転回す

る。文章を読む ことにより身に付けた知識や論

理 を 「書く」 とい う主体的行為によって活用す

ることができると考える。

　今後は，以上の成果 と課題 を踏まえつつ，本

校国語科の教員たちと研究を重ね，総合的で厚

みのあるしっか りとした学力を身に付けさせ る

授業実践を重ねていきたい。
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学校名　 茨城県立水海道第一高等学校

平成 １８ ・１９年度学 力の把握 に関す る研究指定校 （高等学校 ） －報告書様式 １－

科 目名 （単位数） ：　 現代文 （２単位）　　　　　　 単元 （題材）名　 評論Ⅱ （『ファンタジー ワール ドの誕生』） 学年 ：３年次 　生徒数 ：１２ ７人

－
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学校名　 茨城県立水海道第一高等学校

平成 １８ ・１９年度学力の把握 に関す る研究指定校 （高等学校 ）－報告 書様 式 ２－

科 目名 （単位数） ：現代文（２単位）学年 ：３年次 　生徒数 ：　１２７人

－
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－



指導と評価の計画

１　 単元名 ・教材名 ・配 当時間　 評論Ⅱ ・ 『ファンタジー ワール ドの誕生』 ・２時間

２　単元 目標
・論理的な文章 を読 んで，書き手の考えや文章の構成，論理の展開の仕方 を的確 に読み取 ると
ともに，教材 間の比較を通 して，書き手の考え方や論の展開の仕方の違いを明 らかに して自分

な りの考えを深 めた り，発展 させた りす る。

３ 単元の評価規準

４　指導と評価の計画

＊関心 ・意欲 ・態度は，単元全体を通 して評価する。

５　 各時間の指導 と評価の実際

第 １時
ア　 本時の 目標

・漢字の読み方，語句の意味用法を理解す る。
・おおよその内容，書 き手 の主張の方向を把握す る。

イ　本時の評価規準と評価方法

（評価規準）
・漢字の読み方，語句の意味用法の理解 している。
・おおよその内容，書 き手 の主張の方向を把握 している。

（評価方法）
・ワークシー トへの取組， 記述内容 を点検す ることによって評価す る。
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ウ　指導と評価の実際

エ　評価例

・ワークシー トの記述内容 を点検 し， ３段階で評価表に整理す る。

第2時

ア　本時の 目標

・前回の教材で学んだ文章の構成
，論の展開の仕方 を生か して，書き手の主張を理解す る。

イ　本時の評価規準と評価方法
（評価規準）
・前回の教材 で学んだ文章の構成，論 の展 開の仕方を読むことに生か しているか。
・書き手の主張を理解 しているか

。
（評価方法）
・ノー トへの記述 内容を点検す ることによって評価す る。

ウ　指導と評価の実際

エ　評価例

・ノー トへの記述 内容 を点検 し３段階で評価表 に整理する。

６　 まとめの評価

・ワークシー ト， ノー トの記述点検 を通 して，評価 を行 う。
・授業終 了後 に行 う定期考査でも評価 を行 う。
・それぞれの評価 を合算 して単元の評価 とする。
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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 ： 邊 田　 益 男

所 在 地 ： 茨城県鉾 田市鉾 田1090-2

電 話 番 号 ：0291-33-2161

Ⅰ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　創立86年 を迎える，各界で活躍する人材 を

輩出してきた地域の伝統校である。現役国公

立大学進学者50人 を数 える進学校である。部

活動や学校行事 も盛んであ り，総合的な人間

教育を目標 としている。

　 平成15，16，17年 度 と学力 向上 フロンテ ィア

ハイ スクール事業 の指定 を受 けた。

　平成19年 度か らは，単位制高校に改編 し，

「多様な進路希望に対応 したカ リキュラム」

「少人数クラスによるきめ細かな指導」を特

色として掲げ，新たにスター トした。国語科

においても，平成19年 度入学生の国語総合の

中の漢辛は，2学 期から少人数授業 （1クラ

ス20人）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　65　名 （国語科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

「授業予定表 （学習目標の実現　シラバス

／古典）」を活用 した評価方法の工夫

（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　学習目標の精選と評価規準の明確化

　平成18年 度に，生徒の実態を把握 し，

高校 ３年間を見通して，1年 次で身に付

けるべき学力を整理 した。それを受けて，

今年度は更に学習 目標を精選 し，それぞ

れの評価規準を明確化する。

② ３観 点 （「関心 ・意欲 ・態度」 「読む能

力」「知識 ・理解」）の評価方法の検討

　平成18年 度は，達成状況を把握する手

段，評価方法について研究した。今年度

も引き続き評価方法を検討する。 とくに

「関心 ・意欲 ・態度」の評価方法を研究

する。

③ 冊子 「授業予定表」 （第1学 年シラバ

ス別冊　国語総合　学習課題）の内容の

見直し

　 平成18年 度は 「授業予定表」 （第1学

年シラバス別冊　学習課題）を年間学習

計画 （資料 １），授業予定表 （資料 ２），

ワークシー ト （資料 ３）の ３部構成の冊

子として作成 した。今年度はその内容の

精選 と見直しを行 う。

④ 冊子 「授業予定表」（第1学 年シラバ

ス別冊　国語総合　学習課題）の活用方

法の工夫

　平成18年 度は冊子 「授業予定表」によ

る計画的かつ詳細な学習内容の提示によ

り，学習 目標を言語事項の習得と考える

傾向にあった生徒が，古典 ・文化への興

味 ・関心を深めるようになった。今年度

は更に生徒の自主性を喚起するような活

用方法を研究する。
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［調査研 究の対象］

第1学 年　国語総合 （古典）

２　生徒の学習の実現状況と考察

　（1）　 平成18年 度は，本校の国語の学習におい

て ３年間で 「身に付 ける学力」を確認 し，

１年次における学習目標， 「評価規準」「評

価方法」が明確 とな り，教員間の共通理解

が図れた。本年度は学習 目標 を精選 し，更

に 「評価規準」を明確化 した。 自身で学習

目標を意識 し，自主的に学習に取 り組 める

生徒が増えた。

（2）　高校入学当初は，「古典の学習＝解釈 （文

法）」 と考えている生徒が多く，学習に積極

的に取 り組めない生徒が多かった。しかし，

調べ学習を取 り入れた り，他教科 との関連

性を示唆 しながら，興味や関心を促 した。

その結果，古典の様々な文章を読み，古人

のものの見方，感 じ方， 考え方を知 り，時

代を超 えて同じ感情を持つ人間が書いてい

るもの としての 「古典」を，身近に感 じる

生徒が増えてきた。徐々に 「古典が楽 しい」

「おもしろい」と感想を述べる生徒が増え

た。

（3）　 年間指導 計画 をも とに， 授業予 定表 の内

容 を精選 した。 ワー クシー トについ ては，

平成18年 度は 「古文」に重点をおいて作

成 したので，今年度は 「漢文」の充実を

目指 した。それでも，昨年同様 ２学期か

らは，古文の文語文法，漢文の句法など

に壁を感 じる生徒が出てきた。文語文法

や句法の理解 ・習得は，個人差が生 じて

きたので個人指導の必要性を感 じた。 し

かし，漢文において， ２学期から少人数

授業を取 り入れたので，個人のつまずき

に早く気付 くことができた。

（4）　年間指導計画，授業予定表， ワークシ

ートと３部構成にしたので冊子 「授業予

定表」 （第1学 年シラバス別冊）の利用

度は上がった。 しかし，考査の直前に復

習のために用いることが多く，生徒の自

主的な学習，古典への興味 ・関心を喚起

す ることについては課題 として残った。

（5）　 平成18年 度 と同様 に 「知識 ・理解 」は

ペーパーテス トによる評価が比較的容易

だが 「関心 ・意欲 ・態度」については，

評価規準の設定が難 しく，評価するのが

難 しかった。 ワークシー ト等の設問や指

導の工夫が必要であるとともに，年間指

導計画で １年間を通して評価するもの，

その単元で評価するもの等を更に明確に

すべきである。

３　 評価方法に関する研究成果

［調査研究 として実際に使用 し検証 した評価

規準 ・評価方法 ・工夫改善効果］

「Ｃ　読むこと」

（関心 ・意欲 ・態度）
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【工夫改善，その効果】

（1）　 作者 の気持 ち と季節のつ なが り （『秋 風

引』），世俗を離れることの価値観 （『山中

問答』）などを日本の古典の例を挙げて比

較させた。

（2）　 杜甫 と李白について二人の年齢，時代

背景なども含めて調 べ学習 （『春 日憶李

白』）をさせ，ふた りの関係を考えさせた。

（3）　 月見 とい うものの 日中間の相 違， 共通

点 を挙 げ， 中国 での 「月」 の存 在 の意 味

な どを考え させ た。（『八月 十五 日夜 ……』）

（4）漢詩の学習が進むにつれて， 中国に興

味を持ち， 日本 と文化の相違はあるが，

そこに生きる人々の思いは似ていると感

じる生徒が出てきた。また，他の漢詩，

他の詩人に興味を持った生徒もいた。

（読む能 力）

【工夫改善， その効果】

（1）　漢和辞典を使ってポイン トとなる漢字

の解字をさせ，作者の思いに気付かせた。

（2）　 地名， 語句などに注意 し，その地域，

語句の意味を確認 させた。

（3）　 グループごとに， リーダーを決めて音

読させた。

（4） 漢字一つ一つに意味があ り，それが漢

詩全体の雰囲気， 内容に関係 しているこ

とに気付く生徒が増えてきた。

（知識 ・理解 ）

【工夫改善，その効果】

（1）　 ワー クシー ト⑲ で唐 詩 の特徴 をま とめ

　 させ た。

（2） 授 業で詩 の形 式な どを質問す る とワー

クシー トで確認す る生徒 が見 られた。

４　成果の普及 と今後の展望

　 ［成果の普及］

（1）　本校の国語の学習 ３年間で 「身に付け

る学力」を見通 して，１年次において 「身

に付ける学力」が整理でき， １年次での

「評価規準」「評価方法」も明確になった。

また， 単元教材の精選 もでき，それぞれ

の単元での指導内容について，教員間で

の共通理解を図ることができた。

（2）　 年間指導計画と学習内容， 評価方法が

明確に示され， どの時点で， どのくらい

学習内容が理解 されるべきかな どが明ら

かになった。その結果，指導方法の在 り

方を見直す ことが容易になるとともに，

生徒が焦 らずに学習できるようになった。

（3）　 「古典 の学習 ＝解釈 （文法）」 と考えて

い る生徒 が多かったが， 「古典」 の学習 も

現代 文 と同 じよ うに，文章そ のものを 「味

わ う」 こ とも 目標 であ る とい うことが理

解 でき るよ うになった。そ のことによ り，

　「古典 が楽 しい」 「お も しろい」 と， 自己

評価表 に記入す る生徒 が増 えた。

［今 後 の 展 望 ］

（1）　 「読 解 力 」 （Reading L iteracy） の 育

成を意識 した古典の授業とその評価規準

の設定の研究

　 この ２年間は， 国語総合の古典の分野

で関心 ・意欲を喚起する授業，評価規準

の研究をすすめてきた。今後は更に 「読

解力」をつける古典授業を意識 し，評価

規準を見直 していきたい。

（2）　 「観点」に対応 した評価方法の再検討

　 ３観点 （「関心 ・意欲 ・態度」「読む能

力」 「知識 ・理解」）の評価方法は違 って

くるが，その評価方法が適切であったか

どうか，再検討する。生徒の実態をみな

が ら，評価方法の研究も続けたい。
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平 成 １ ９年 度 　 学 力の 把 握 に 関す る研 究 指 定 校 （高 等 学 校 ） －報 告 書 様 式 １－

科 目名 （単位数）：国語総合 （５）　 単元 （題材）名 『唐詩』 八月十五 日夜禁中独直対月憶元九　学年 ：第　 1　 学年　生徒数 ：２８０人 （研究対象120人 ）
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平成 １９年度　学力把握に関する研究指定校 （高等学校）－報告書様式 ２－

科 目名 （単位数）：国語総合 （古典）　　　　　　　　　　　　　　　 学年 ：第　　 1　　 学年　　生徒数 ：　　 １２０　　　　 人
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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 ：三品 勝 弘

所 在 地 ：栃木 県佐 野市金屋 下町12番 地

電話番号 ：0283-23-0239

I　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　 本校は，明治40年 （1907年）に安蘇郡立佐野

高等女学校として創立 され，平成l9年 度に創立

lOO周 年を迎えた女子高である。普通科 と，栃

木県で唯一の家政科を併設 している。各学年，

普通科４クラス，家政科 １クラスの合計l5ク ラ

スから構成 されている。

　　 「女性の資質 ・使命 を自覚 し，遠く近くある

べき未来を見つめつつ，豊かな個人の完成につ

とめ，社会の進歩に寄与する人になる」を教育

目標に掲げ，社会に貢献する有為な人材を輩出

してきた。地域及び生徒の実態に即し，かつ時

代の推移に応 じて，常に女性の未来像を探究 し

つつ生徒の育成に当たることを教育方針 として

いる。平成19年 度の努力点は 「学業と部活動の

両立を目指 した全人教育」である。

　 卒業生の進路状況 （平成18年 度）は，国公立

大10％， 私立大学37％， 短大12％， 専門学校l6

％，その他5％ と，ほとんどの生徒が上級学校

へ進学 している。

　 通学区域は広 く，生徒の多くは ＪＲ両毛線を

利用 し，東は小山方面から，西は隣 りの足利市

から通学している。

　 佐野市は，関東平野の北端，栃木県の南西部

に位置している。市の東部には，万葉集の東歌
みかもやま

に詠 まれ た三毳 山がそび え， 自然に恵 まれ た地

域 であ る。 平成l7年 ２月28日 に １市 ２町 （佐 野

　市 ・田沼町 ・葛生町） が合併 した。

２　 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

教員数　35名 （国語科　 ５名）

（1）努力点達成のための指針

　　平成l9年 度の努力点を達成するための指針

として次のよ うな項 目を設定 している。

①学力向上 と進路指導の強化を図る。

　　 ・「分かる授業」の実施 と家庭学習の定着

指導は １セ ツ トととらえ，具体的な指導

法の確立を図る。

　　 ・生徒の進路設計構築のため，キャ リアガ

イダンスの強化を図る。

　　 ・教材精選の検討を行い，効果的な受験指

導を研究する。

　　 ・学習環境の維持及び向上を図るため，環

境美化に努める。

②心身を鍛え，品性を高める。

　　 ・ルール及びマナーの向上を図る指導を強

化する。

　　 ・部活動の更なる活性化を図る。

　　 ・自他の人権 ・人格の尊重をする精神をは

ぐくむ。

　　 ・心身の健康の 自己管理能力を高める指導

を行 う。

　　 ・進んで清掃やボランティア等に参加する

態度を養 う。

　　 ・コミュニケーション能力 ・プレゼンテー

ション能力の向上を図る。

　　 ・読書指導の充実を図る。
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　　③開かれた学校づ くりを推進する。

　　　 ・創立100周 年事業を円滑に推進する。

　　　 ・ＰＴＡ及び同窓会活動の充実を図る。

　　　 ・地域社会に本校の情報を発信する。

　　　 ・保護者との連携を密にする。

　　　 ・学校評議員会及び学校評価の結果を参考

として学校経営の改善を図る。

　　④生徒の努力点

　　　 ・学力の向上

　　　 ・心身の健康

　　　 ・自己の確立

　（2）研究対象教科 （国語表現I） について

　　　昨年度は，普通科，家政科とも国語総合を

必履修科目とし，国語表現 Ⅰについては， ２

年次に普通科文系が ２単位， ３年次に家政科

及び普通科の私文 ・私理系が ２単位 と，それ

　　ぞれ選択科 目として履修 した。今年度は，家

政科全員が ２年次 ２単位， ３年次 ２単位 を履

修，普通科の私文 ・私理系で， ３年次 ２単位

を選択科 目として履修 している。研究の対象

は， ３年次 ２単位である。

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

　 「書く力を向上させるための評価方法の研究」

　（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］

　　　国語表現 Ⅰとい う科 目の 「目標」，「性格」

　　や 「内容」を本校の実態に照らし合わせ，研

究主題である 「書 く力」を向上させ るために

はどのような学習が必要かを教科内で検討 し

た。

　　　高等学校学習指導要領解説（平成11年12月 ）

では， 「国語表現Ⅰ」の 「１ 性格」に，次の

ような記述がある。

「国語表 現Ⅰ 」 は，小 学校及 び中学校 か ら一貫 して求 め

てい る 「伝 え合 う力」 を高め， 一層確 か なもの として，社

会 生活に生かす こ とのできる言 語能力 を育成す るこ とをね

らい とす る科 目で ある。 そのため， 特に， 自分 の考 えを持

ち， 論理的に意見 を述べ た り，相 手の立場や考 えを尊 重 し

て話 し合った りす る態度や能力， 目的や場面 な どに応 じて

適切 に表 現す る能力 を養 うことを重視 している。

　 さ らに， 「国語表現Ⅰ 」 の指導事項 は， 次

の ５項 目であ る。 （３ 「内容 」か ら）

ア　 自分 の考 えをもって論理的 に意見 を述 べた り，相 手

の考 えを尊重 して話 し合 った りす るこ と。

イ　 情報 を収集， 整 理 し， 正確かつ 簡潔に伝 え る文 章に

ま とめるこ と。

ウ　 目的や 場 に応 じて， 言葉 遣いや文 体な ど表現 を工夫

して話 した り書い た りす ること。

エ 　様 々な表現 につ いてそ の効果 を吟 味 し， 自分の表現

や推敲 に役立て ること。

オ　国語 の表現や特 色， 語句や 語彙 の成 り立 ち及び言語

の役割 について理解 を深 めること。

　　これ ら５つの指導事項のうち，特にアとイ

に焦点をあて，本研究に取 り組んだ。オにつ

いては，全単元を通 じて適宜指導す ることと

した。

　　大学入試の多様化により，ＡＯ入試や推薦

入試において，小論文を書 くことが要求され

ている。また，大学入学後や，社会人 として

も，より高いプ レゼンテーション能力や論文

発表の機会が多 くなってきた。具体的な評価

規準や方法を設定することで，論理的な文章

を書く能力を向上させ るねらいをもって，平

成18年 度の研究をスター トさせた。平成19年

度においても同様のねらいで，研究対象とす

　る単元をより多 く設定し調査研究を進めた。

［調査研究の対象］

※以下，研究対象の部分のみを記載す る。
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第 ３学年　国語 （国語表現 Ⅰ）

２　 児童生徒の学習の実現状況と考察

（1）学習の流れ

　 「国語表現Ⅰ」の指導事項の うち，アの 「意

見の陳述，話合いに関す る指導事項」，イの

「情報の収集 と整理及びその文章化に関す る

指導事項」を中心として，次のような学習の

流れを考 えた。特に指導事項のアでは，「自

分の意見をもって論理的に意見を述べ」るこ

とを掲げてい るが，本校の生徒の実態 に合わ

せ ，特に育成 したい側面 と して捉 え，研 究 に

臨んだ。

１．書 くこ とのル ール を学ぶ。

２．文章 の論理 的な展 開の仕方 を学ぶ。

３．課題文 を要約す る。

４．課題文 を読み， 自己の意見 ・立場 を明確にまとめる。

５．テーマ に沿 って情報 を収集す る。

６．収集 した情報 を整理 し， 自己の考 えを意見文 として

ま とめる。

　表記 ・表現 につい ては，別 にテ キス トを使

用 し，学習す ることと した。

（2）学習の実現状況と考察

　上記の学習の流れ を念頭に置き，研究対象

として以下の ７つの単元を設定し，年間計画

に配置 した。

備考欄　　※印 … 考察を記述 した単元

　　　　　△印 … 記述を省略 した単元

　単元ごとに担当者を決めて 「指導 と評価の

計画」を作成 し,授 業を実施 した。

　　以下単元ごとに実現状況 と考察を記す。

＜単元 １ ：書 くことのルールを学び,提 示 さ

れたテーマについて書 く＞

この単元 では，書 くことのルール として，
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文章の構成をしっか りと意識 しなが ら書 くと

い うことを生徒に身に付けさせることを目的

とし，次のような手順で学習を進めた。

１．高校生 の書いた ２つの意見文を読み， それぞれの文

章 の， （1）問題 提起の部分， （2）意 見の部分， （3）論

拠 の部分 に， ３種の傍線 を引 く。

２．上記 １の学習 をもとに して， ２つの意見文の構成図

を作 る。

３．上記 １意見文の うち １つ を取 り上げ， 提起 された問

題 （小学校へ の英語導入 の是非） について， 賛成 ・

反対 の立場 を決 め，意見 を組み 立てるための構成図

を作 り，300字 の意見文 を書 く。

４． ６人程度の班 を作 り，③ で書いた各 自の意 見文 を相

互に読む。班で話 し合い， 構成や表 現のポイ ン トに

ついて まとめ る。

　　問題提起のはっきりした意見文を材料にし

たため，学習はスムーズに進んだ。生徒の構

成図には稚拙さも見 られたが，意見文には「問

題提起」「意見」「論拠」が必要だとい うこと

は，ほとんどの生徒が しっか りと把握 した と

判断できる。

＜単元 ２ ：要約文を書く＞

　　第一学習社 「特化型小論文チャレンジノー

ト要約編」を使用 して，取 り組んだ。

１．論理的な文章 を読み， 条件に従って，段 落 ごとのキ

ー ワー ドを抜き出す
。

２．段落 ごとの内容をま とめる。

３．段落 ごとにま とめた内容 をも とに，150字 でま とめ

る。

４． さらに100字 でま とめ る。

５． 自己評価

　　上記の順序で，課題文を２つ使用 し，授業

を実施 した。それぞれの段落の役割を把握 さ

せ，条件を細かく設定 したので， キーワー ド

を抜き出すことができ，生徒はよくま とめら

れた。課題文を読む際は，読解力が必要 とな

るので，いかに正確に内容を把握するかが重

要になると思われる。

＜単元 ３ ：課題文を読んで意見文を書 く＞

　　単元 ２で要約 した課題文から 「定職に就き

た くて も就 けない フ リー ターに対 して， 社 会

全 体で支援 してい くべ きだ」 とい う意見を抜

き出 し， ワー クシー トを使い， そ こか ら意見

文を書 く手順 を考 え させた。

１．題材 とした課題 文の意見に対 して， 賛成 ・反 対の両

方 の立場 で根拠 を考え る。

２．賛成 ・反 対それぞれの立場に立った根拠について，

グルー プで話 し合 い， 内容を深 める。

３．自分 の意 見 として， 賛成 ・反 対の立場を最初 に明 ら

か にす る。

４． 自分 が選択 した立場 について， その ように根 拠を述

べ る。

５．自分 が示 した根拠 に対 して， グルー プで話 し合い，

反対意見等 を集 める。

６．予想 され る反対意 見 （５を利 用 して）に対 し，解決

策 をま とめる。

７．全体 をま とめ，400字 で意見文 を書 く。

８．評価 の観 点によって相 互評価す る。

　　生徒は積極的に学習に取 り組み，意見文を

執筆 した。特に， グループで意見について話

し合わせることで，多様な考えがあることを

知 り，根拠や反対意見を考える役に立ったよ

うだ。また，それまで漠然と文章を書いてい

たが，賛成 ・反対を明確にすること，型を意

識することで，ある程度の方向性が与えられ

たのではないか。

　　他人とではなく自分自身の中で意見の交換

がされないと意見文として深ま りが出ないの

で，その方法と練習が今後更に必要である。

＜単元 ５，６：情報を収集 ・整理 し，論理的な

意見文を書く＞

　　Ａ ・環境問題　Ｂ ・少子高齢化　Ｃ ・医療

福祉問題 の ３つのテーマについて，それぞ

れ ４点以上の資料を収集することを夏季休業

中の課題 とした。資料の収集の仕方について

は 「テーマを決めて情報を収集 し，発表する」

　とい う単元をこの単元の前に設定 し，その中

で指導 した。生徒の活動は極めて良好で，ほ

とんどの生徒が４点以上の資料を収集 してき

た。その学習活動を踏まえ， ２学期に入 り，

次のような流れで授業を行った。
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１．単元 の評価 の観 点の説 明

２．文章の構成法 につ いての学習

３．意見文 を書 くテーマ の選択 と論点 ・問題点の把握。

４． 自己の意見の明確化

５．反論の想定， 論駁

６．構 成メモの作成

７．意見文執筆 （600字）

８．相 互評価

９．学習 のま とめ

　 生徒 は積極的 に学習 に取 り組み， 意見文 を

執筆 した。特 に 「構成面」 について は満足で

きる成果 が得 られ た。課 題 は， 「４ ・自己の

意 見の明確 化」に感 じられた。意見文は， 表

面的に論 理的な体裁 は整 ってい る。 しか し，

借 り物 でない深 い思考 に裏 打ち され た「自己」

の意 見， 「自分」 の考 えが述べ られ てい る と

い えるものはわずかで あった。 どの よ うに し

て 「『自分』 の考 え」 を生徒 の内 には ぐくま

せ， それ を 「ま とめた り深 めた り」 させ るの

か。 さらに， それ をど う評価す るのか。今 後

の大きな課題 であ る。

＜学習全体を通 して＞

　学習の流れの中に，単元 ４として 「情報の

収集，発表」を組み入れた。また，単元 ５に

おいては，グループによる話合いを多 く取 り

入れた。これ らにより，生徒の視野の拡大，

考えの深化は図られたものと思われる。

　論理的な文章の書き方，構成の型の定着は

図られたものと思われる。 しかし，それに甘

んずることなく，文章に対す る生徒の感性を

磨 くことを考えねばならない。そのためには，

優れた評論を読ませるなどの指導を計画的に

取 り入れてい くことが必要である。当た り前

のことであるが， 「書 くこと」の指導は 「読

むこと」や 「話す こと ・聞 くこと」の指導と

並行 して立案され， 実施 されねばならない。

３　評価方法に関する研究成果

＜単元 １ ：書 くことのルール を学 び， 提示 さ

れたテーマ につい て書 く＞

　 表現活動は指導者 の評価だけでなく，生徒

自身による自己評価や，生徒同士による相互

評価を学習過程の中に取 り入れることで，学

習効果が上がると思われ る。そこで，学習過

程に， 自己評価 ・相互評価を取 り入れ，授業

の各段階で使用 した ワークシー ト （４枚）ご

とに生徒にＡ ・Ｂ ・Ｃ３段階の自己評価を行

わせた。学習の目的が十分達せられたと考え

ればＡ，おおむね達せ られればＢ，不十分な

らＣという観点で自己評価を行わせたが，生

徒の主観がかなり入 り込み， 自分に厳 しい生

徒 と甘い生徒 との間で差が出ており，指導者

の 目か ら見れば客観性が失われているような

面も見られた。生徒の自己評価，相互評価等

の学習活動を通 して，生徒自身の自己評価力

の向上を目指 したい。 ここでの学習活動によ

り，自己の達成度について考えさせ る習慣を

付けるとい う点において，一定の効果があっ

たのではないか と考える。評価の実際につい

て，その一例を示す。

＜単元名 ＞　 　　書くことのルールを学び，提示 されたテーマについて書く
＜単元の 目標 ＞
ア　与えられた題材について，伝えよ うとする意志をもって自分の考えをまとめ

ようとい う態度を身につける。（関心 ・意欲 ・態度）
イ　自分の意見を相手に納得 させるために論理的な構成を工夫し，文章にまとめ

る。 （書 く能力）
ウ　課題 とされた文章を読んで分析し，意見文を書くのに必要な文章展開の条件
や型を理解する。 （知識 ・理解）

＜単元の評 価規準＞

＜指導と評価の実際＞
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＜単元 ２ ：要約文 を書 く＞

段落構成が分か り， キーワ ー ドを抜 き出す

こ とがで きれ ば， 評価 は明確 になる。

＜単元 ３ ：課題文を読んで意見文を書く＞

　授業の各段階でワークシー トを使い，段階

ごとに自己評価 させるので，やるべきことが

分か りやすい。

　その際，具体的な評価の観点を与えてや る

と，生徒 自身 も評価 しやすい。また，最後 に

執筆 した意見文について，生徒同士による相

互評価をした上で，教師による評価を行った。

生徒の相互評価では，悪い点ではなく，良い

点を多く考えさせるような評価の観点を作る

とよいのではないか。

＜単元 ５， ６ ：情報 を収集 ・整理 し，論理的 な

意見文 を書 く＞

　授業の各段階で使用するワークシー トごと

に評価を行った。評価の観点をワークシー ト

中に明記 し，生徒に意識 させた。最後に，執

筆 した意見文について，生徒同士による相互

評価を行った上で，教師による評価を行った。

評価の視点は３分野 （表記 ・表現，構成， 内

容）に分類 し，さらに分野ごとに４～ ５項 目

の評価規準を設けた。生徒同士による評価を

記名で行 ったところ， 「Ｃの評価 は付けづ ら

い。」とい う声が多 く聞かれ， 事実 「Ｃ」の

評価をつけた生徒はいなかった。

　 「内容」において， 「『自分』の意見」をど

のような評価規準を設定 して評価するかが大

きな課題 として残った。意見文は，表面的に

論理的な体裁は整っているのだが，借 り物で

ない，深い思考に裏打ちされた 「自己」の意

見， 「自分」の考えが述べ られているとは言

い難い。 このことは，この単元を実施 したこ

とによって発見された課題である。いったい

何 をもって 「自己」の意見と判断 し，評価す

るのか。 「『自分』の考えをま とめた り深めた

りして」いると捉えるのか。学習指導要領改

訂の基本方針の一つである 「自ら学び， 自ら

考える力を育成す ること」 とも密接にかかわ

るものであ り，今後の大きな研究テーマであ

る。

＜学習全体を通 して＞

　内容の深化については，明確で具体的に絞

られた評価規準により，段階的に分けて指導

していくことが必要である。 ３年間を見通 し

ての長期的な計画立案が望まれる。

　特に 「内容面の評価」について，学習活動

としての自己評価 ・相互評価をさせていくた

めの規準づ くりが必要である。

４　成果の普及と今後の展望

（1）成果 の普及

　校内の研究発表会や地域の教科部会等での

発表， また研究紀要への記載等を通 じて普及

を図 りたい。

（2）今後の展望

　各単元を実施 していく過程で様々な課題が

現れた。継続 して研究を続け，次年度以降の

指導につなげたい。今回は 「国語表現 Ⅰ」の

「書くこと」の領域のみを対象にしたが，今

後は他の領域，科 目についても研究を進めて

いきたい。

　 １時間の授業における 「指導」 と 「評価」

のバ ランスの取 り方に課題が残った。指導内

容が多いと評価項 目は必然的に増え，教師の

負担が増すとともに授業の焦点はぼやける。

絞 り過ぎると授業の密度は薄まる。計画段階

での精査と実践による改善の積み重ねが必要

である。

　 「書くこと」の指導は国語科の領域だけで

行 うには限度がある。他教科 との連携を図 り

ながら，学校全体の教育計画の中で，総合的

に指導 していくことを考えねばならない。例

えば，本校において，現在実施されている進

路指導における全職員による段階的指導など

の在 り方を国語科の表現指導 とどう結びつけ

ていけるかなど，全校的に検討 していきたい。
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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 ： 古谷 活也

所 在 地 ： 福井県小浜市千種1-6-13

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

　 本校は 「社会に貢献するリーダーの育成」 と

い う教育 目標の実現に向けて，特にコミュニケ

ーシ ョンする力の育成に取 り組んでいる
。今春

卒業した生徒の進路先は，就職が25人， 短大専

門学校が約100人，4年 制大学 （私立）約100人，

（国公立）約110人 である。

２　 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

教員数79名 （10名）

　研究対象 となる理数科では 「現代文」は2年

次に4単位，3年 次に3単位を履修する。

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

　　 「話すこと ・聞 くこと」領域における評価の

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］

　 本調査研究のねらいは， 「話す こと ・聞くこ

と」領域における評価の規準 と方法を開発する

ことにある。

　 平成18年 度は 「国語総合」において，学習指

導要領に定められた 「話すこと ・聞くこと」領

域の内容 「ア　様々な問題について自分の考え

を持ち，筋道を立てて意見を述べること」に関

す る評価の方法を検討 した。

　18年度の研究により，「話す こと ・聞くこと」

領域における評価 を適切に行 うためには，以下

の2点 が有効であることが明 らかになっている。

① 各時間ごとに設定 した評価規準に基づき，

学習の蓄積 としての 「ノー ト」記述をもとに

学習過程を評価すること。

学習者の ノー ト

　 口頭での中間発表を終えた際に書かれた上記の

ノー トには， 「次の発表に向けて改善すべき点」

が書かれている。

　 例えば，イの構成に関しては，

「やっぱ り最初 と最後に結論を言 うといい と思 う。

　おおまかに→ こまかく

　 できるだけ短 く（長い と分か りにくい）

　言いたいことをはっきり」

と書いている。

　 この記述をもとに， この学習者に対 しては，

・次の学習に向けての意欲が高まっていること

・「良い発表の在 り方」に関する知識理解が深

まっていること

　 ・「筋道を立てて意見を述べ る」能力が高まっ

ていること

などについて，評価することができる。

　 「話すこと，聞くこと」領域における評価は，

音声記録の困難性から，学習過程を評価すること
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は非常に難 しいとされていたが，平成18年 度の研

究によりノー トに書かれた記述をもとに学習過程

を評価す ることは有効であることが明らかになっ

た。

②　単元で設定した評価規準に基づき，発表会に

おけるパフォーマンス，つまり 「学習成果」を

評価すること。

　　　 ポスターを使って 発表する学習者

　 平成18年 度の実践においては 「筋道を立てて意

見を述べるために，① 「主張を支える根拠 を示 し

ている。」② 「発表内容の構成や話 し方を工夫 し

ている。」 とい う評価規準に基づき，これまでの

学習成果である 「発表会における各班の発表」に

対する評価を行った。これによって，学習者の 「話

す ・聞 く能力」が どの程度育っているのかをみる

ことができた。

　話す ・聞く能力を評価するためには，実際に行

う発表を評価することは必要不可欠であると考え

た。

　以上のことから，「話すこと ・聞くこと」領域

における評価 を適切に行 うためには 「学習過程」

と 「学習成果」の ２つを評価の対象とすることの

有効性が明らかになったといえる。

　 このような平成18年 度の研究成果を踏まえ，平

成19年 度は 「現代文」について，学習指導要領の

内容 「オ　目的や課題に応 じて様々な情報を収集

し活用 して，進んで表現すること」に関する評価

の規準と方法について調査研究を行った。調査研

究の対象は以下のとお りである。

［調査研究の対象］

　 本単元における評価規準について

　 本単元にお ける評価規準 は， 高等学校国語科学

習 指導要領 「現代文」 の内容 「オ　 目的や課題 に

応 じて様 々な情報 を収集 し活用 して， 進ん で表現

す ること」を もとに作成 した。

　 この内容 オについて， 田中孝一氏 は，

・教科 「現代 文」が必ず しも読解指導 に限定 され

ていない こと。

・情報 の収集 と活用の能力の育成 と共 に， 表現指

導を取 り入れ ることが求 め られてい ること。

・したがって，「話す こと ・聞 くこと」「書 くこ と」

　 の学習 が， 一 定の学習 目標 と して要求 されてい

る こと。 （2005　田中孝一　 『高等学校 ・新教育課程の

授業と評価　国語』　 学事出版）
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を指摘 している。つま り，教科 「現代文」におい

ても， 「話す ・聞く能力」の育成が求められてい

るといえる。そこで，本単元の評価規準は，内容

オを踏まえた上で

①　収集 した様々な情報を， 自分にとって利用 し

やすい形や内容に整理 し役立てている。

②　読み手か らの反論を予想 した上で， 自らの考

えを音声言語にて論理的に表現 している。

と設定 した。

　①のポイン トは， 「様々な情報」にある。本教

材の主たる素材は新聞記事である。生徒自身が必

要に応 じてweb上 の記事 ・書籍 ・他の新聞記事な

どの様々な情報を収集 し，活用する能力は今後ま

すます必要 となることから①を設定した。

　②のポイン トは，まず 「読み手からの反論を予

想」にある。自分の置かれた立場 とは逆の視点か

ら思考することによって，複眼的思考力の育成を

図る。また，本単元では 「話す ・聞 く能力」の育

成を主たる目標 としていることか ら 「音声言語」

によって自らの考えを伝 える際に意識する必要が

あること （一文の長 さや，ナンバ リング ・ラベ リ

ングの効果）に注意させ る。 さらに 「論理的」と

いう点では，「客観的かつ，妥当性がある根拠を，

具体例を添えて分か りやす く示すこと」が，説得

力のある意見につながることを確認 しつつ授業を

展開する。

　平成19年11月 に出された 「教育課程部会におけ

るこれまでの審議のまとめ」では，今後国語科が

改善すべき方向性 として，言語を活用 して論理的

に思考し表現す る能力の育成を重視 した改善が必

要であることを指摘 した上で，高等学校国語の科

目 「現代文Ｂ」では，具体的な改善すべき内容と

して，

　　話す こと ・聞くこと，書くこと及び読むこと

の言語活動を通して，読む能力のみならず，読

んだことをもとにして考え，判断 ・評価 し，そ

れをまとめて論理的に表現する能力を育成する

ことを挙げている。これは，平成17年 度高等学校

教育課程実施状況調査や，PISA2003年 調査におい

て，理由や根拠をもとに記述する問題や，文章を

読んで 自分の考えを記述する問題で無解答率が高

かったことをふまえての指摘であろ う。 このこと

か らも，「論理的に表現す る能力」を育成するこ

とは重要だと考え，②を設定 した。

本単元における題材と学習課題について

　本単元は，平成19年 度岩手大学人文社会学部入

試問題 「国語」を題材 として学習を展開 した。

　新聞記事をもとに賛成派の意見を展開するとい

う岩手大学の入試問題は，本単元め評価規準①「様

々な情報」を② 「論理的に」表現す る力を培 うた

めに適 した題材であることから 「全国一斉学力調

査は是か非か」を学習課題 とした。

本単元と年間指導計画との関連について

　以下に示すのは 「現代文」の年間指導計画であ

る。

表 中の 「a」は， 関 心 ・意欲 ・態度 　 「b」は， 話す ・聞 く

能 力， 「c」 は書 く能力　 「d」 は， 読む能力　 「e」は， 知

識 ・理解 を指す。
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　 本単元は年間指導計画において10月初旬に位置

づけられている。 「話すこと ・聞くこと」の領域

に関 しては，4月 からの各単元における学習にお

いて， 「話すこと ・聞くこと」の言語活動を取 り

入れることによって，副次的にその学力を培って

きた。

　 また 「書くこと」の領域に関 しては，4月の 「道

具 と文化」か ら，9月 の 「個性神話のパ ラ ドック

ス」までの単元では一貫 して， 「自分の考えを言

語化する」とい う学習活動を取 り入れる中で，「論

理的に自分の考えを表現する力」を培ってきた。

　 これ らの学習をふまえて，本単元においては「様

々な情報を活用 した上で， 自らの考えを音声言語

にて論理的に表現する」とい う言語能力を育成 し

た。

　まず， 特に 「個性神話のパラ ドックス」で培っ

た 「読み手からの反論を予想 して，論理的な表現

を工夫す る能力」を，今回の学習に生かす よう指

導する。

　これによって，主張を支える根拠を明確に示 し，

考えを述べる際の構成や話 し方を工夫することが

できると考える。

　このように，複数の単元を構造化 し，「話す ・

聞く」「書く」「読む」領域の学習単元も有機的に

関連 させることができるよ う，年間指導計画を立

てている。

2　 児童生徒の学習の実現状況と考察

　以下に示すのは本単元における評価規準 （全7時

間）である。

　 この評価規準に基づいて，学習過程 と学習成果

の両面から評価 した結果，「関心 ・意欲 ・態度」「話

す ・聞く能力」 「知識 ・理解」いずれの項 目にお

いても全員が評価規準を実現する結果となった。

　 学習過程については， ノー トに学習の足跡が豊

富に蓄積 されてお り，豊かな学習を行ったことを

確認できた。2月 の発表時には， ノー トに残 され

た学習過程を提示 した上で，学習者の学びの状況

について考察を深めたい。

　学習成果については，今回実際に発表を行わせ，

それを評価するのではなく，定期考査において作

成 させた発表原稿 を評価す るとい う手法をとっ

た。 （3　評価方法に関する研究成果にて詳述）

　発表原稿 を評価 した結果，

①　収集 した様々な情報を， 自分にとって利用

　 しやすい形や内容に整理 し，役立てている。

②　読み手からの反論 を予想 した上で， 自らの

　　考えを音声言語にて論理的に表現している。

とい う評価規準を全員が満た していることを確認

できた。

　今回の学習において，全員が評価規準を満たす

こととなった理由については，以下の2点 が考え

られる。

　①　単元の冒頭に学習者と指導者が評価規準を

共有した上で，学習を展開 したこと。

　今回の学習過程において，学習者は評価規準に

示 された観点を意識 して学習を深めていった。定

期考査の課題 とした 「発表原稿の作成」も，評価

規準の観点を意識 して行っていた。

　評価規準を学習者 と指導者が共有することによ

って，指導や評価を有効に行 うことができたと言

えよう。
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② 他者 との交流活動を促すような学習形態を

とったこと。

他者との意見交換を行う学習者

　上の写真は，グループ内で意見交換を行いなが

ら，提示された意見文に対 して，反論を練 り上げ

ている場面である。

　今回 「話す ・聞く能力」の評価規準として設定

した 「聞き手からの反論 を予想 した上で， 自らの

考えを音声言語にて論理的に表現 している」を満

たすためには，様々な角度から自らの意見に対す

る反論可能性を検討 しなければならない。

　そこで，ある時は隣同士で， ある時は4人 グル

ープで意見交換を行わせ る活動 を多く取った。

　交流活動を行った授業における振 り返 りにおい

て，多くの学習者が他者 との交流の有効性を指摘

している。ある学習者は，

「効果的な反論作成のためには，みんなで，き

ちん と話 し合 う。 （文殊の知恵）自分だけの

頭 じゃ気づかないところもあるし。様々な視

点か ら見るのが大事。 自分1人 の発想 では全

く及ばないことをつ くづく感 じた。」

と記 している。他者 との交流を通して，様々な角

度か ら自らの考えを検討することの重要性を実感

したことがわかる。多くの学習者が同様の記述を

行っているが，このことからも，他者 との交流活

動を促すような学習形態をとったことの有効性を

確認できる。

3　 評価方法に関する研究成果

　本研究では，前年度の研究成果を生かし，学習

過程 と学習成果の両方に対 して評価を行った。

A　 学習過程に対する評価

　学習過程全体を　①行動の観察　 と　 ②ノー ト

記述の分析　によって評価 した。

　①　行動の観察

　　　自分の考えを記述す る活動 ・話 し合 う活

動 それぞれの活動場面における学習者一人

　　一人の行動を観察することによって，評価を

　　行った。

　②　ノー ト記述の分析

　　　各時間における学習者のノー ト記述に対 し

て，評価規準に基づき分析 を行った。

　上に示 したのは，第2時 における学習者のノー

ト記述である。

　第2時 は，

① 指導者によって音読 された，学力調査に対 し
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て賛成の立場か らの意見を，ノー トに記述する

（ノー トの左側）。

②　読まれた意見に対する反論 を付箋に記 し，相

　手の意見のどの部分に対 して， どのような反論

　を行 うかを整理する （ノー トの右側）。

とい う学習活動を行った。

　このノー トを作成 した学習者は，まずノー ト左

側に指導者が読んだ意見を 「現状分析」「プラン」

「発生過程」「メリッ ト」「重要性」に分けて見事

に整理 している。

　ノー ト右側には， 「全数調査でなく，抽出調査

で十分」など，反対の立場からの的確 な反論を，

９つの観点か ら書くことができている。また，量

が多いだけではなく，「きめ細かい調査は自治体

の方が実態にあったものができる」 「自治体 ・学

校が序列化される」など，根拠の明確な質の高い

反論を書くことができている。

　以上のノー ト記述より，「賛成の立場か ら述べ

られた新たな意見を聞き、それに対する効果的な

反論を作成 している。」 とい う本時の評価規準を

この学習者は十分に満たしていると判断 し，評価

はＡとした。

　学習者のノー トからは，学習者が 「本時におい

て，何を，どのように学んだか， どこにつまずい

たか」をはっきりと読み取ることができる。

　このことか ら，ノー ト記述を評価規準に基づい

て分析するとい う評価方法は， きわめて有効であ

ると言えよう。

　このようにして，学習の過程を，①行動の観察，

②ノー ト記述の分析とい う方法を用いて評価する

ことは指導と評価の一体化を図る上でも大変効果

的な方法であることが，本研究の成果として確認

できた。

Ｂ　学習成果に対する評価

　学習成果に対する評価 として，定期考査におい

て，以下のような問題を出題 し評価を行った。

　あなたは，「全国学力テス トは実施すべきか」

という論題のディベー トに賛成派 として参加す

るこ とになった。賛成派 の主張を行 うとすれ ば，

どのよ うに述べ るか。 なお ，反対派か らは，全

数調査 では正確 なデー タが反映 され ない こ とか

ら，生徒 の学力把握 は的確 には行 われず ，そ の

結果，学校や教師 の対応 も間違 った ものにな り，

結果的 に学力 の向上 は図 られ ない， とい う反論

が提 出 され る ことがわかっている。

　 あ らか じめ この反論 を阻止 できる ような賛成

派 としての立論 を，デ ィベ ー トに参加 している

つ も りで作成せ よ。

さらに，「自らの考 えを

A反 論 をふ まえた上で

B根 拠 を挙 げなが ら

C筋 道 を立てて

表現 しているか」 とい う採点基準を，考査を行 う

前に学習者に提示 し，考査を行った。

　以上のように，本研究では学習の過程全体を，

行動の観察 とノー ト記述の分析によって，また学

習成果を，ペーパーテス トによって評価を行った。

　本発表においては，授業の様子を撮影 したビデ

オや学習者のノー トに対する分析を通して，今回

行った評価方法の有効性を中心に，考察を行って

いく。

４　 成果の普及と今後の展望

　平成19年8月5日 に全国国語教育研究大会，8月2

3日 には福井県高校教育研究会において，本研究

の成果を発表 した。また，10月12日 に公開研究授

業を行ったところ， 日本教育新聞 （12月3日付）

に本研究の概要と共に紹介 された。

　今後は更に研究を深 め，全国大学国語教育学会」

日本国語教育学会等における研究発表，論文投稿

を通 して，本研究成果の普及を図 りたい。

　 また，「話す こと ・聞くこと」領域における評

価についての研究成果を生か し，「読むこと」「書

くこと」領域における評価の研究を進めていきた

い。
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