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Ⅱ　 研究の内容及び成果等

Ｉ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　 本校は，宗谷管内唯一の専門学科単置校であ

り，学校教育目標 「明朗な個人の育成」 「有為

な社会人の育成」「誠実な職業人の育成」のも

と，地域の産業を担 う人材を多 く輩出している。

　　また，基礎 ・基本の確実な定着を図るため，

専門教科におけるティーム ・ティーチングや習

熟度別授業の実施により，個に応 じた指導を充

実 させるとともに，生徒の興味 ・関心を高め，

学習意欲の向上を図るため，生徒が地元の大学

に出向いて講義を受けるなど，高大連携や地域

との連携等を推進 してお り，創意工夫を生かし

た特色ある教育活動を展開 している。

　 更に，生徒の多様な進路希望に対応すること

ができるよう，選択科 目を多く設置するなど，

特色ある教育課程の編成 ・実施 を行っている。

　 評価に当たっては，適切な評価が行 えるよう

評価規準を設定するとともに，各教科 ・科目の

シラバスを作成 し，生徒や保護者等に対 して，

本校の評価方法について説明するなどして，評

価の客観性 ・透明性を高めている。

写真 １　 校舎外観

２　 学校 の概 要 （平成19年5月1日 現在）

教員数　 ３４名 （７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］

　　　下記に示 した研究領域は，機械に関する科

目を学ぶに当た り，基礎 ・基本 となる単元で

あることか ら，本単元において評価規準を作

成 して具体的な評価を行 うことは，それ以降

の単元における評価の参考 となると考える。
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［調査研究の対象］
第 ２学年

※機械設計は， ２ ・３学年で開設 され ている科 目であ る。

※本研究では， ２学年での ２単位 を対象 としてい る。

２　児童生徒の学習の実現状況と考察

　（1）学習の実現状況及び指導方法に関する考察

本研究領域の難度はそれほど高くないが，

数学や物理に関する基礎的な学力が十分に定

着 していない生徒 も少なくないことから，授

業の進め方については，ワークシー トや小テ

ス トなどの演習や簡単な実験な どを多 く取 り

入れ，繰 り返し指導を行った。また，評価に

ついても，できるだけきめ細かに理解度の確

認を行 うよう努めた。

　　 作図や実験を伴 う学習活動については，生

徒の関心が非常に高 く意欲的な授業態度であ

った。また，「円運動」において， 周速度や

角速度，回転数について指導 した際には，実

習で使用 している旋盤を例に挙げ，切削す る

材料 と回転数の関係を用いて説明した り，「摩

擦が機械の効率に与える影響」について指導

した際には， 自動車など生徒の身近にある機

械を例に説明を行 うことで，生徒の関心が一

層高まった。このことから，授業の中に，示

範実験 ・教示実習を積極的に取 り入れ ること

や学習内容 と日常生活 との関連を図 ること

が，生徒の関心 ・意欲 ・態度などを向上させ

る上で，極めて有効であることが分かった。

更に，生徒が，現在学習している内容 と以前

学習した内容の関連に気がつくと，学習に対

する理解が深まるとともに，意欲も向上する

ことが分かった。

　 技能 ・表現を評価をす るために，ノー トを

毎時間回収 し，点検及びコメン トの記入など

の指導を繰 り返 し行 うことで，生徒は次第に

色分をしたり，重要ポイン トの記入について

工夫するようになった。また，このノー トは

家庭学習においても，主に復習で有効活用が

図られ，知識 ・理解の定着にも結びついた。

　 知識 ・理解に関して，Ｃの評価のついた生

徒については，放課後等を用いて一つの項目

につき， ５時間程度の補習を行い確認テス ト

を実施 した結果，ほぼ全ての生徒がおおむね

満足できる状況へと改善できた。

　 評価の観点及びね らいを明確に した定期考

査を実施 ・分析 した ところ，多くの生徒が，

考査問題の解答に意欲的にに取 り組んではい

るものの，問題を解 くためにはどの公式を利

用すべきかを判断す る能力があま り身に付い

ていないことが分かった。

（2）課題

　ア　物理や数学に関する基礎的な学力の定着

を図るための指導方法等 についての研究。

　イ　示範実験や教示実習を取 り入れた効果的

な指導方法についての研究。

　ウ　学んだ内容が， どの程度定着 しているの

か，実習や他の科 目で確認できる協力体制

の構築。

　エ　評価の観点及びねらいを明確に した定期
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　考査の研究 ・作成 と，それを踏まえた学習

指導についての研究。

オ　Ｃの評価のついた生徒を 「おおむね満足

できる」状況に改善するための効果的な指

導方法の研究。

カ　 問題の解決に向け，正 しく思考 ・判断す

る力を身に付けさせるためのワークシー ト

等の開発及び授業方法の工夫。

キ　各教科担当者が連携 した，効果的な補習

体制の研究。

３　 評価方法に関する研究成果

（1）研究方法

　　研究方法は次のとお りである。

　ア　 「目標に準拠 した評価」を実施す るため，

「機械設計」の単元の評価規準及び単元の

中での具体的な学習活動についての評価規

準を作成 した。

　イ　 作成 した評価規準により，学習指導要領

に定める目標等の実現状況を把握するため

の適切な評価方法を検討 した。

　ウ　評価規準による評価をどの場面で，どの

ように行 うかなど，観点別の評価を取 り入

れた授業を展開し，生徒の学習状況を的確

に把握することのできる評価方法を検討 し

た。

　エ　評価の観点を明記 した，定期考査を実施

・分析 し，学習の定着状況を把握するとと

もに，定期考査を用いた観点別評価の方法

等について検討 した。

　オ　生徒の学習意欲の向上を図るため、生徒

の 自己評価を取 り入れた個人内評価につい

ても検討 した。

（2）評価方法

　　研究として実際に使用 し，検証 した評価方

法は，次のとお りである。

　ア　各単元における具体の評価規準等を記載

した，評価計画表を作成 した。

　イ　 評価方法の工夫 ・改善

（ア） 多様な評価方法 を検 討す るため， ワー

クシー トの内容 を工夫 した。

（イ） 生徒 の意欲 や表現等 を適切 に把握す る

ため，授 業後の提出物 を確認 した。

（ウ） 基礎 的 ・基本 的な知識 ・理解 の程度 を

適 切に把握 す るための定期考査や ワーク

シー トについて出題 内容等 を工夫 した。

（エ） 基礎的 ・基本 的な知識 ・理解 の定着状

況 を的確 に把握す るた めの小テ ス トにつ

い て内容等 を工夫 した。

（オ） 定期考査 を用いた各観 点別 評価 が適切

に行われ るよ う，出題 内容等について検

討 した。

（カ） 生徒 の学習意欲を向上 させ るための 自

己評 価 の効 果 的な 方法 につ い て検 討 し

た。

ウ　 取組 による効果

（ア） ノー トの回収 ，点検 ・コメン ト記入 を

繰 り返す こ とによ り，生徒が ノー トのま

とめ方 を工夫す るよ うにな り，家庭で の

復習が効率的 に行われた。 この こ とが，

定期考査 の平均点の向上な ど，知識 ・理

解 の定着 にも結びついた。

（イ） 重要な項 目を定期考査等に繰 り返 し出

題 す ることで，基礎 的な知識 の定着を図

ることがで きた。

（ウ） 授 業中に，学んだ内容 をワー クシー ト

に記入 させ ることに よ り，知識 の定着 を

図るこ とができた。

（エ） 小テ ス トを複数 回行 い，生徒 自身 に 自

分 の苦手 箇所 を確 認 させ る とともに，そ

の都度 ，補習 を行 い苦手意識が解 消 され

る よう指導 した。結果 として，生徒の学

習 意欲 を大幅 に向上 させ る こ とが で き

た。

（オ） 生徒 の 自己評価 と，教員 による評価 と

の間 に大 きな違い生 じた際 には，生徒 と

面談 を行 うことによ り，評価の正確性 を

確認 す るこ とがで きた。
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（3）今後の課題

　 ア　適切な評価規準の設定 と評価方法の工

夫 ・改善。

　 イ　 特に，個々の生徒の取組状況を授業時

間内に適切に評価するための効果的な方

法の研究。

　 ウ　評価の観点を明確に示 した定期考査の

出題内容の工夫 ・改善。

　 エ　生徒の 自己評価 を取 り入れた評価方法

の研究。

　 オ　基礎的 ・基本的な知識の定着を図るた

めの，効果的な指導方法の研究 と，他教

科との望ましい連携体制の確立。

　 カ　分かる授業を行 うための，教材研究及

び開発。

　 キ　学校教育を充実させ るための，教員評

価 ・授業評価の研究。

４　 成果の普及と今後の展望

　　基礎学力の定着を図るためには，生徒 自身に

ノー トの作成方法等について工夫をさせた り，

ワークシー トや小テス トなどについて繰 り返 し

指導することが有効であることから，指導方法

について，更なる研究を進めていきたいと考え

ている。

　　また，特に，観察による評価を行 うとき，全

ての生徒の評価を授業時間内に行 うことは困難

であるため，各時間毎に評価する項目やポイン

トを明記 したチェックシー トを指導計画書に添

付するなど，適正かつ効率的に評価が行われる

よう工夫が必要である。

　　また，生徒の自己評価については，定期考査

毎に教師の評価 との差異を比較 ・検証 した。結

果 として大きな差異はなかったことか ら，教師

の評価は生徒にも納得のいく評価であったと考

えられるが，生徒の学習意欲の向上 とい う観点

から，今後 も生徒の自己評価を実施 し，教師の

評価 との差異を検証 して行 く必要がある。

　　また，評価にかかわる教職員全体の理解を深

めるため，大学教授を講師 とする校内研修会を

実施 し，その成果として，教職員全体で，次の

ような共通認識を持つことができた。

昨年度研修会 （講師 ：北海道大学大学院教授）

①評価に当たっては，成果 （目標達成）だけで

はなく，生徒の 「授業を創造 していく努力」

と 「改善 ・変化のきざし」を適切に評価する

ことが必要である。

②生徒や保護者 ・地域に向けて学校の授業実践

を説明するとともに，生徒や保護者 ・地域か

らの意見を求め，議論することが必要である。

今年度研修会 （講師 ：拓殖大学教授）

①観点別評価の実施によって，人間力や社会人

としての基礎力を生徒に身に付けさせること

が必要である。

②教員評価や授業評価の導入により，学校教育

を充実させることが必要である。

③現在学んでいる知識が社会でどの様に生かさ

れるのかを生徒に教えることが必要である。

　写真 ２　 評価規準に関す る校内研修会

　また，本研究の成果の普及については，本年

度取 り組んだ内容について，各具体の単元毎の

評価規準の作成や評価方法，評価の結果と指導

方法や評価活動についての課題点についての校

内研修 会を行い，評価規準やシラバスの作成な

どについての工夫 ・改善が学校全体で図 られる

よう努めた。

　今後は，管内や全道の研究会等において，本

研究の成果を積極的に発表 し，情報発信に努め

ていきたい と考えている。
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校 長 名 ：相馬　 俊二

所 在 地 ：青森 県むつ市文京町22-7

電話番号 ：0175-24-2164

Ｉ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　 本校は，下北半島の産業経済の振興と発展 と共

に，地元出身の技術者の育成を目的として，昭和

３９年４月，機械科，電気科の２学科をもってむ

つ市に開設 された。むつ市は青森県の下北半島中

央部に位置し，本州最北の市である。

　 本校は，自然豊かな本州最北の専門高校であり，

今年は３年生の80％ が就職を希望 しているが，

うち７０名が県外就職である。学校 目標に 「自立」

を掲げ，基礎的 ・基本的内容を重視 し，一人ひと

りを生かす指導に努めながら，心豊かで逞 しい生

徒の育成を目指 した教育活動を展開している。 し

かし，青森県の低迷する有効求人倍率や経済状況，

首都圏との所得格差のため，生徒の進路について

の不安は大きく，地元での進路希望の達成が厳 し

い状況は今後も予想される。

　 本校においては，定員に対する入学希望者の減

少と学習意欲や規範意識などの涵養が大きな課題

となっている。

２　 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

教員数　 ５６名 （２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

　　本研究は，学習指導要領に定める目標等の実

現状況等についての実践的な調査研究を通 し

て，学校における評価の改善を目的にしている。

　 本校の場合には，この目的と学校の現状及び

課題を踏まえ，「評価規準による学力の把握に関

する研究」を主題とした。

（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］

　　日常の授業において，学習指導要領に定める

目標が，どの程度実現 しているかの把握につい

て，客観的に調査並びに研究を進めるものであ

る。そして，研究結果をもとに，生徒の教科指

導に有用な要素を探 り，授業の改善に活用する

ものである。

［調査研究の対象］

第 １学年　　（２単位）

第 ２学年　　（３単位）
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－ 機 械 工 作 －

2　 生徒の学習の実現状況と考察

　 （1）学力の把握に関する研究においての４観点

の考察

　 ①　関心 ・意欲 ・態度

　 溶接作業現場の写真や映像，および作業で

使用する工具 ・素材に触れる機会を多くする

ことが，身近な場所にある製品との関連性に

気付くきっかけとなり，学習意欲の向上につ

ながると考え，授業に取 り入れた。また，そ

の素材の加工法などについて歴史や背景を踏

まえて説明し，工業技術基礎 と関連させるこ

とも重要である。

②　思考 ・判断

　 学習指導要領の目標を意識 し，素材，形状，

状況に応 じた適切な工作法を判断するための

問題提示や発問を行った。特に，溶接方法に

ついて，ガスや電気といった熱源だけではな

く，加工する素材の性質や寸法，形状という

素材の要素からも選択 した。このように，複

数の視点か ら見る必要性を強調した。ここで

は，視聴覚教材や演習問題も必要であり，担

当者による授業展開の工夫が必要である。

③　技能 ・表現

　 類似した工作法の技術的特徴を表にまとめ，

適切な工作法を選択する課題や問題提示を行

った。特に，どの授業においてもガス溶接 と

アーク溶接 との比較を継続 して行った。それ

が判断の土台となり，相違点に対して生徒が

自信を持って取り組むことができる。

④ 知識 ・理解

技能 ・表現の考察同様，ガス溶接 とアーク

溶接を授業の中で常に比較す ることで，基本

的な用語や溶接における現象を反復学習する

機会を増や し，生徒の知識定着を促す要因と

できる。

（2）取組

①　生徒への説明

生徒の関心や意欲をひきだし，学習に取り

組む態度を育成するために，学習の見通しを

示すことが効果的であると考え，生徒の実態

がある程度把握できた時期に，今年度のシラ

バスと評価規準を生徒の実態に配慮 した形式

で作成した。そして，今年度の５月の段階の

授業において，シラバスや評価規準を配布 し

て， １年間の授業内容，評価方法について説

明した。また，研究指定事業については年度

当初と８月の直前に話 した。

②　 自己評価表の使用について

学習指導要領に沿って授業や学習を展開す

ることに対して，各単元における生徒の学習

意欲や思考，理解を知るために，自己評価表

を取 り入れた。 これは，指導内容のまとま り

ごとに，自己評価表によって生徒の意識を記

入 させた。同時に，この自己評価表は，授業

者の指導における見直 しや改善の材料でもあ

る，さらに，具体化 した観点別の評価規準に

対する，生徒の意欲や意識を知る手段でもあ

る。 （資料3）

③　確認プリン トの使用について

単元のまとまりごとに小テス ト形式の確認

プ リントを使用した。それは，授業における

生徒の学習状況をより正確に把握することを

目的としている。 さらに，確認プリン トがそ

れ以降の授業の指導や改善の参考となってい

る。本時の授業内容を確認する場合には，そ

の授業の最後に行い，また，前時の授業内容

を確認する場合には，授業のはじめに実施 し

た。確認プ リン ト自体の難易度を具体的な内

容 としたため，生徒は意欲的に確認プ リン ト

に取 り組み，ある程度の理解 と成果を得 られ

た。 （資料4）
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④　視聴覚教材を使用した授業について

　　　視聴覚教材を用いて，実際の溶接現場を見

せることにより，授業内容の具象化や共有化，

定着を目的として取組んだ。その結果，生徒

の学習意欲や理解などに視聴覚教材の効果が

表れていると実感できた。また，プレゼンテ

ーションソフ トを使用して分類表等を映し出

すことにより板書時間の軽減を図 り，授業内

容の時間確保に努めた。但し，プ レゼ ンテー

ションソフ トで使用 した表は，プ リン トにし

て配布 している。

（3）考察

①評価規準と具体的な評価及び指導法の改善に

ついて （資料1，5）

　　　「評価規準の作成，評価方法の工夫改善のた

めの参考資料 （高等学校）一評価規準，評価

方法等の研究開発 （報告）一下巻　第12章

工業編」を参考にして，評価のためのより具体

的な評価規準を作成した。それは，進級によ

り毎年変化する対象生徒やその学力などの実

態に即したものになるよう配慮 した。その前

提には学習指導要領に掲げる科 目の目標や取

扱いに沿うものであるようにした。

　　　関心・意欲 ・態度については授業において，

教師の発問等に対 して解答者を指名せず自主

的に挙手をして解答させて評価に加えた。思

考 ・判断については，溶接法の熱源の原理だ

けでなく，素材の性質 ・寸法という要素から

加工に適した溶接法を選択できるかを評価 し

た。技能 ・表現については実際の溶接図を描

かせ，授業終了後ノー トを回収して描いた図

の見やすさ・用語 との整合性を評価 した。

　　　指導法として視聴覚教材を多く活用 し，専

門用語を連想できるように映像で見た現象と

の擦 り合わせを行える授業展開をした。

②　自己評価表と確認プ リン トについて

　　　毎時，授業を振 り返るために自己評価表を

配布 し，授業での学習内容をどのくらい理解

したか，定着 したかを生徒自身に考えさせる

ようにした。その結果，確認プリントと同様，

生徒に授業の重要項目を的確に把握させるこ

とができた。各単元や項 目における生徒の反

復学習の材料 としても利用できた。また，授

業に考察の時間を設けることにより，生徒の

理解度や授業への反応を把握することができ

授業改善や見直 しの判断材料となった。そし

て，これ らの取組姿勢が，「関心 ・意欲 ・態度」

とい う観点における成果につながると考えて

いる。

　　　 プ リントを利用することによって，生徒が

授業で考え，学ぶべき具体的項 目や用語を示

すことが容易にでき，授業展開の一助となっ

た。また，工作機械の教科書だけでは理解 し

にくい部分は，実物写真や解説などを加える

ことによって，生徒の関心や理解が向上した。

そして，これ らのプ リントは，生徒の学習意

欲向上や観点別評価をするための材料 として

多々利用することとなった。

　　③　視聴覚教材を使用 した授業について

　　　 各種工作法をビデオ教材や実物写真などに

より提示 し，生徒への学習内容の定着や自己

評価の改善に役立つ と考えた。そこで，時期

として研究後半に教科書以外の写真や画像を

生徒に提示 し，適切な溶接方法を選択 し，溶

接欠陥を見つけるというような， 「思考 ・判

断」や 「技能 ・表現」分野の問題解決能力の

向上を図った。基本的に，機械工作 とは機械

を生産するための技術や知識を得る科 目であ

り，工業技術基礎で学んだ知識のほかに，工

作法の歴史などと関連づける必要のあること

が明らかになった。

3　 評価方法に関する研究成果

　（1）評価方法の工夫 ・改善について

　　① 評価規準について
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　　現行の評価規準ではより客観的な個人内評

価が十分でないと考えられた。そこで，観点

別に評価するためのより具体的な評価規準を

作成 した。教師の発問に対し解答者を指名せ

ず 自主的に挙手をして解答 させる方法は，出

てくるまで時間を要するものの，授業を重ね

るごとに挙手す る生徒が増え始め，評価方法

としては有効であると感 じた。

　　溶接法の選択において，実物の素材から選

択することで別な視点から問題を解決できる

能力を高めることができ，評価方法 としても

有効であると感 じた。描いた溶接図の出来に

は個人差がみられたため，押 さえておきたい

部分の提示や十分な作業時間を与えて取組ま

せるべきだと感じた。

② 自己評価表と確認プリントについて

　　自己評価表は，自らの学習状況や姿勢に気

付き，自分を見つめ直すきっかけとし，その

後の学習や発達を促すという意義を持ってい

た。 しかし，教科書に用いられる用語や図な

どを授業の中で説明 しても，溶接とい うもの

を上手くイメージする生徒は少なかった。ま

た，家庭学習の習慣が欠如 している生徒が多

いことにより，学習意欲も低く，確認プリン

トの成果を見ることはできなかった。そこで，

材料に関して強い興味と関心を持たせること

が必要と考え，実物の鋼材を持ち込んで授業

を展開した。材質が異なれば同じ形状でも外

観 ・重さといった違いが生 じ，特徴 ・性質の

理解につなげていくことができると感 じた。

　生徒の反応は映像よりも直接触れることので

きる実物の方が高かったのも事実である。

　　生徒による用語調べについては，出題形式

や枠組みを検討 した上で，実施 してみる価値

があると考えた。そして，それを利用した加

工法および実体をスケッチすることで，知識

の幅を広げ，表現力を養い，評価することも

可能になってくると思われる。

　③　視聴覚機器を使用した授業について

　　　実物を持ち込んでの授業展開は，生徒の関

心を得る手段としては最適である。材質によ

って同じ形状でも，外観や重量に違いが生じ

る。それが，各種の材料の特徴並びに性質へ

の興味を引き出すこととなった。

　　　また，「好きこそものの上手なれ」という

ように，関心が理解につながると感 じた。こ

のような反応は映像においても同様であっ

た。専門用語を連想できるように映像で見た

現象 との擦 り合わせを行 う授業展開をする

ことで，難しい加工法の名称も飲み込みやす

くなると感じる。

　　　したがって，専門科のどの教科においても，

可能な限 り視聴覚機器を導入することが効

果的であると思われる。

（2）成果 と課題

　　学力の把握における研究の実現状況 として

得られた評価は，どの観点においても，B評 価

が ８割を超える結果 となった。生徒の観点別評

価表で分析すると，総 じて「関心 ・意欲 ・態度」

の評価が高かった。

　 本研究をとお して，「関心 ・意欲 ・態度」の観

点や科 目に対する興味や学習意欲が，他の３観

点に多大な影響を与えることが分かった。何事

も興味や意欲から始まるものである。そして，

生徒の興味や学習意欲を高める手法としては，

視聴覚教材が有効であることも分かった。

　　 『書 く・描 く』という作業は，「技能 ・表現」，

「知識 ・理解」の向上を促 し， 『見る ・観る』と

　い う作業は，「関心 ・意欲 ・態度」，「思考 ・判断」

の向上を促す。溶接法を選択する授業において，

各寸法の板厚材料を教室に持ち込み，外観や厚

　さに触れることで，生徒は一様に興味を示 し，

知 らず知 らずの うちに説明を聞く姿勢になっ

た。ただ単に溶接法の違いを説明するよりも，

教材の使い方次第で理解が得 られる雰囲気を作

り出せることを実感 した。
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　映像などの教材の編集作業や教材機器の準備

に時間を要するが，溶接作業現場の写真や映像，

実物に直接触れることで，生徒の学習意欲の向

上を促すきっかけになることは改めて確認でき

た。課題 として，『書く・描く』反復教材 として

の ドリルやプ リン ト等の副教材は普及 してお り

配布 しやすいが，『見る・観る』副教材 としての

視聴覚教材は，反復教材 として十分に普及して

いないのが現状である。視聴覚教材 として有効

かどうか未知数であ り，また，著作権や複製権

等の諸問題を考慮すべきであるものの，作成 し

た教材の動画をパソコンや携帯電話で視聴，配

信できる環境を構築 し，『見る ・観る』作業時間

と機会を増やすことで，『書く・描 く』作業効率

を上げられると考えている。家庭学習の習慣も

『書く・描 く』だけでなく，『見る ・観る』作業

が容易にできる環境を整備することで，生徒の

関心 ・意欲を育て，課題に前向きに取組むきっ

かけとな り，習慣化を図れるのではないだろう

か。ただし，『見る ・観 る』有効性を理解する一

方で，目に訴えることへ頼りすぎると 『書 く・

描 く』作業時間が損なわれる危険性もあり，あ

らゆる面から指導内容や方法を熟慮 して今後も

取組んでいきたい。

　　　　　　　－ 電 子 機 械 －

2　 生徒の学習の実現状況と考察

　 （1）学力の把握に関する研究においての４観点

の考察

　 ① 関心 ・意欲 ・態度

　　　　アクチュエータについて，生徒がすぐに想

像できるように，実習等で扱っている機器を

例に説明した。また，各授業においてセンサ

などの実物を示 し，関心 ・意欲 ・態度の喚起

を行った。 しか し，単元や項 目が進んでも，

意欲や関心を維持する技量の必要性を感 じ

た。

　 ②　思考 ・判断

　　 基本的な知識 と技術を活用 し，工夫す る能

力が身につ くように，ア クチ ュエー タの使用

方法や演算 を指導 した。 しか し，基本的に計

算能力の低い生徒が多いため，計算問題では

思考 ・判断の成果を見 る材料にはで きなかっ

た。そのため，アクチ ュエー タの使用方法に

関す る項 目を加 えた結果， 「思考 ・判断」 と

「関心 ・意欲 ・態度」の どちらと捉えるべき

か，指導者 自身が判断 に苦 しむ ことにな り，

改めて評価 の難 しさを痛感 した。

③ 技能 ・表現

　　 様 々なア クチ ュエー タの使用 方法 を自分

で考え，使用できるようになることを評価対

象 とした。そ して，主にモー タの種類に関す

る単元で，フレミングの法則 などの使い方 に

ついて評価す るこ とが多かった。 その結果，

② の思考 ・判断における，判断の部分 と評価

が重複する部分が 出てきたので，もっと明確

に区別す る評 価規準が 必要で あった と感 じ

てい る。

④ 　知識 ・理解

　　 毎時間，確認プ リン トと自己評価表 を配布

し，学習 内容の定着を計 るための手段 とした。

確認 プ リン トは大半の生徒が容易 に解答す る

ことができた。 また， 自己評価表 は自らの評

価であるため，生徒 自身 にとって書きやすか

った と思われ る。 しか し，知識 とい う観点で

は，生徒に復習す る習慣が確 立されていない

ため，次の単元 につながる予備知識になって

いなかった。その ことで観 点別評価が全体的

に低 くなる原 因と思われ る。指導方法の工夫

が必要であると感 じた。

（2）取組

①　生徒への説明

　　本研究を進めるにあたって，校内で使用し

ている年間指導計画のほかに，生徒に対 して，
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　 科 目における 「評価規準と評価方法」の説明

が必要である。そのため，年度当初に １年間

の授業内容等を説明した。また，科目の知識

がどのような分野で活用できるかとい うこと

も説明した。

② 自己評価表の利用について

　　 生徒が，自らの学習意欲を客観的に判断で

きるように自己評価表を活用 した。この評価

表は，その授業において学んで欲 しい事柄を

箇条書きにし，項目について今 日の自分はど

うであったかをA，B，Cの 三段階で記入す

るものである。今年度は自己評価表に 「考察 ・

　 感想 ・自分の評価」の欄を設け，振 り返りを

行わせた。これにより，授業改善と生徒の意

識改革を目指した。

③　確認プリントの使用について

　　 確認プ リン トは授業内容の要点を５分程度

で解けるような問題 とし，授業終了10分 前

に配布 した。確認プリン トの内容は自己評価

表の項 目と一致させ，自己評価や自己チェッ

クがしやすくした。

④　視聴覚教材の使用や演示実験を行った授業

について

　　　トランジスタの構造や直流モータの原理な

どの単元は，板書だけでは理解 しにくい部分

である。そのため，プレゼンテーションソフ

トなどの視聴覚教材を使用することで，アク

チュエータの動作など，説明を要する部分に

有効であると考えた。また，リレーやアクチ

ュエータの種類によっては，比較的簡単に実

験できるものもある。そこで，教室内で行い

生徒の意欲や理解を深めることを目指 した。

（3）考察

①　評価規準と具体的な評価及び指導法の改善

について （資料 ２）

　 今回の研究において，本校で使用 している

評価規準では，より客観的な個人内評価が十

分でないと考えられた。そこで，評価を行 う

ための詳細で具体的な評価規準を作成 した。

その際，進級によって毎年変化する対象生徒

やその学力などの実態に即 したものになる

よう配慮 した。ただ，その前提には学習指導

要領に掲げる科 目の 目標や取扱いに沿 うも

のであるようにした。授業においては，プレ

ゼ ンテーションソフ トや実物を使用す るこ

とで少 しでも生徒の学ぶ意欲や関心を高め

るようにした。また，発問の機会を多くする

ことで，生徒に自ら思考する場面を設けた。

さらに，生徒自身による自己評価表を参考に

　 して，基礎的な内容となるように，授業やプ

リント類の改善にも取 り組んだ。

②　 自己評価表と確認プリン トについて

　　自己評価表は，生徒の意識や定着度，理解

を計る上で参考とな り，定期考査の作成にも

反映させることができた。さらに，教師の指

導方法の見直しや改善にも役立ち，指導項目

や単元における評価規準の妥当性を判断する

手段としても有効であった。

　　確認プリン トの正答率は，対象クラスにお

ける計算力の差が影響していた。そこで，確

認プリン トの設問に，評価規準の知識 ・理解

の観点項目にない事柄も盛 り込んだ。その結

果，観点の振 り分けや生徒の実態を把握する

のに苦慮することとなった。また，生徒の知

識に関する到達目標の設定が不十分であ り，

配慮不足 と感 じた。 しかし，技能 ・表現の観

点においては，積極的に活動する生徒が多か

ったため，比較的高い評価 となった。

　　 この自己評価表 と確認プ リン トは，教員が

作成時に工夫を加えることで，生徒はより記

入しやすいものとなるだろう。また，より客

観性を持たせた り，詳細に記入させたりする

ことで，教員にとって強力な参考資料 とな り
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うる。

　　③　視聴覚教材の使用や演示実験を行った授

業について

　　　 プレゼンテーションソフ トを使用 した授業

においては，スライ ド上で動作を確認できる

ため，生徒の関心や意欲を喚起することに効

果的であった。また，重ねて表示することで，

板書では不可能な分か りやすいものになり，

生徒の知識 ・理解を得るにも役立った。アク

チュエータの種類では，交流モータ，ステ ッ

ピングモータの実物に触れ させたが，興味の

ある生徒とそうでない生徒に分れた。生徒へ

の提示は，その用途や状況，タイ ミングによ

って変化するものであると思われる。

　　　 全般的に，教育機器を使用 した時間は他 と

比較すると，関心や意欲，興味を引き出す よ

い手段 となっている。

3　 評価方法に関する研究成果

　（1）評価方法の工夫 ・改善について

　　① 評価規準について

　　　 現行の評価規準ではより客観的な個人内評

価が実現できないと考えられた。そこで，観

点別に評価するための，より具体的な評価規

準を作成した。それは，進級により毎年変化

する対象生徒やその学力，クラスの特性など

の実態に即 した，より客観的で具体的な評価

規準となるようにした。また，学習指導要領

に掲げる教科の目標や取扱いに沿 うように配

慮した。

　　②　自己評価表 と確認プリン トについて

　　　　自己評価表は評価の指標として活用すると

ともに，今年は 「考察 ・感想 ・自分の評価」

の欄を設け，生徒に振 り返 りを行わせた。こ

れにより，授業改善と生徒の意識改革を目指

した。その結果，自分自身が授業においてど

うい う状況であったかを考える手立てとして

有効であった。

　　 確認プリン トについては，その正解率と定

期考査は必ず しも一致しない状況が起こり，

新たな発見でもあった。そのことが考査問題

の作成や授業改善に大きく影響を与えた。ま

た，評価規準を設定するために，クラスの雰

囲気や生徒の実態など，いろいろな側面から

見て工夫 した上で設定した。しかし，評価規

準に時間を費や した割には昨年以上の成果に

は至らなかった。更なる努力や工夫，改善と

いったものが必要であった。

③　視聴覚教材の使用や演示実験を行った授業

　　 について

　　 プレゼンテーションソフ トと演示実験の ２

つが視聴覚教材を使用 した授業である。プレ

ゼンテーションソフ トを使用 した授業では，

板書では表現できない動作が見える授業にな

ったため，生徒の関心を得る効果が得 られ，

評価には有効であった。次に，演示実験にお

いては，実物を見せることで実感する効果が

あった。 しかし，両者は意欲 ・関心 ・態度の

観点における評価には効果があるが，知識 ・

理解を評価する判断材料にはできないと感 じ

た。１年 目と２年 目の評価規準が異なるため，

機器を活用する際に生徒の知識や計算力，積

極性を４観点のどの部分に該当させるかが問

題となった。予め，具体的な評価規準を作成

しても，それに当てはまらない事柄が発生し，

判断に困る場面が必ず出てくる。

（2）成果 と課題

　　２年間を通じて実施 した内容は，現行の評価

規準を具体的なものにすること。そして，学習

指導要領に沿った指導の結果を４観点別の評価

にすること。さらに，評価のために授業改善や

手立てを模索することであった。その中で，視

聴覚分野のプレゼンテーションソフ トや実験を

授業に活用したことに関しては，生徒の興味や

関心を持たせるとい う意味において有効であっ
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た。また，自分でアクチュエータを活用するた

めの使用例などを検討するなど，これまでの授

業とは違った意味で有効なものとなった。

　　 観点別に考えると，「関心 ・意欲 ・態度」につ

いては，教材機器の活用によって生徒の興味が

如実に反映したため，評価するには最適な方法

である。 しかし，生徒の状況によって変化する

面もあり，教材機器を使用する場合は，生徒を

引きつける内容に工夫する努力が必要である。

　　 次に 「思考 ・判断」において，内容が工業科

目のため，考える時間を各授業において設定で

きたが，計算力などの基礎知識の有無によって

も評価に影響が出る場面があった。今回は盤石

で有効な手法を見つけることができなかった

が，今後の授業において模索していきたい。

　 　「技能 ・表現」に関しては，生徒の活用例や

活動意欲とその結果を元に評価 したが，この分

野においても基礎知識の有無が影響 していた。

　 今回は，モータの回転原理の項 目や各アクチュ

エータの活用を評価規準に掲げたが，生徒の「関

心 ・意欲 ・態度」の評価に比例 した形になった。

そのこと自体は問題ではないが，別の観点との

繋がりや評価全体から考えると，何 らかの問題

や対処が必要であると思われる。

　 　「知識 ・理解」では，計算問題を解けるか，

各アクチュエータの特徴を覚えたか，などを評

価対象 とした。その結果，授業中は答えること

ができるが，定期考査になると力が発揮されな

い生徒が見られ，教員の予想が外れることもあ

った。これは，生徒の家庭学習の習慣の影響で

あると考えられるが，いかなる場合においても

知識 として身に付けるような工夫や指導が必要

であると思われる。

　　 最後に，４観点別の評価をするにあたって，

さまざまな工夫や努力をすることで，評価のた

めの多くの手段や方法があることを学んだ。今

回， ２年間とい う期間が設けられた形であった

が，担当教員にとって，効果が表れたものや失

機械工作の評価規準 資料1

　敗 したと思われるものがある。また，成功した

と言 うことはできないがいろいろな方法 を試

し，生徒の評価や授業への取 り組みをもう一度

再認識することができた。これからの授業や評

価に対 して，この経験を踏まえ効果の表れたも

のに対 しては継続 し，効果のなかったものに対

しては，改善していきたい。そして，今後 も評

価規準の具体化，観点別評価，評価のための授

業改善や工夫を模索していきたい。

4　 今後の展望 （機械工作，電子機械　共通）

　（1）今回の実践や調査研究について

　　 今回 ２年間という期間で観点別評価について

研究 したが，生徒の自己評価の項目や方法を具

体的でわか りやすいものにし，教員の評価方法

を検討 ・改善することによって教師だけでなく

生徒自身が客観的に自分を評価できることがわ

かった。また，自己評価の際には評価規準を生

徒にわかりやす く説明できるよう単元や項目で

ポイン トを抑えることが必要であり，学校内で

継続 して改善 していきたい。

　（2）成果の普及について

　 ① 情報公開

　　　 本校のＨＰに研究の手法や成果を掲載する

ことで，県内外の工業高校を中心に情報発信

していきたい。また，県教委と連携すること

で，情報の共有や普及の促進に努めたい。

　 ②　事業発表

　 　　２年間の研究の結果を高教研工業部会や全

国電子機械教育研究会総会などの機会を利用

し，本研究について情報発信するとともに，

資料の提供や，情報開示できる部分について

は開示 して他校の実践の一助 となるよう協力

していきたい。
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機械工作の具体的な評価規準
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電子機械の評価規準　資料 ２

電子機械の具体的な評価規準
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機械工作自己評価表 資料３

2－1　 ガス溶接の概要

　　次の文の （ ）内に語群から適語を〓んで答えなさい。

　　 （1)ガ ス溶接 （gas　welding） は母材の接合部を （　　　　　　　 ）し、
ここに母材とほぼ同じ （　　　　　　　 ）の溶かした金属を加え、こ
れらの溶けた金属を融合させて接合する方法である。

　　 （2）ガス溶接に用いるガスには （　　　　　　 ）C2H2， （　　　　　　 ）
H2．（　　　　　　　 ）C3H8な どと、酸素O2と の混合ガスが用いられ

る。
　　 （3） 溶加材として用いる （　　　　　　 ）には、原則として母材 と

（　　　　　　 ）
　　　　 材質のものを使うが、母材とよく （　　　　　　 ）し、十分な強さを

与 える もの な ら ば異 種金 属 で も よ く、そ の 太 さは 母材 の

（　　　　　 ）に応じた適当なものを用いる。

　　 （4）溶融した部分は容易に （　　　　　　 ）し、また （　　　　　　 ）
するので、これを防ぐとともに生じた （　　　　　 ）物を熔解して
（　 　 　 　　 　 ） として除去する 目的で粉状またはのり状の

（　　　　　　　 ）を溶接部に与える。

　　［ 語群］
　　　 アセチレン　　プロパン　　水素　　スラグ　　 酸素　　フラックス
　　　 酸化　　　　　窒化　　　　硫化　　　溶融　　　　組成　　溶接捧

　　　 板厚　　　　 同じ　　　　異なる　 アルミニウム合金　　融合

2－2　 ガス溶接の火炎

　　ガス溶接の火炎温度と名称を答えなさい。

機械工作確認プ リン ト 資料 ４

機械工作単元の対応表　資料５
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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 ： 荒谷博幸

所 在 地 ： 佐賀県立唐津市石志 中ノ尾3072

電話番号 ：0955-78-1155

Ｉ　研究指定校の概要

１　学校 ・地域の特色及び実態

　本校は，佐 賀県北部地区唯一の工業学校 とし

て，昭和 １９年に県立唐 津工業学校 と して創 立

され る。そ の後，県立唐津実業高等学校 を経て，

昭和 ３７年 に県立唐津 工業 高等 学校 として開校

す る。 県北部 の地域産業 のみな らず，全 国各地

に多 くの中堅技術者 を輩 出 し，我 が国の基幹産

業 である “ものづ く り”に大き く貢献 している。

　当初 ，機械科 ３クラス ・電気科 ２クラス ・土

木科 １クラス計 ６クラスのス ター トであ った

が，少子化及 び産業構造の変革 によ り，平成 １

６年度 よ り機械 ・電気 ・土木 ・建築科の ４科 ４

クラスの構成 で ある。 “ものづ く り”や “理科

離れ”が叫ばれ る中，工業 高校 での学ぶ 意欲や

意 味を深 め，興 味 ・関心を もたせ る教 育課程 の

編成 に努 めている。

　平成 １９年度 の重点 目標 として，一つ 目に，

学習 の “成果” あるいは “証” として 「資格取

得 の向上」 を実践 し， ジュニア ・マイ スター顕

彰 の取得 を 目指 してい る。二つ 目に 「授業の充

実」 を掲 げ，わか る授業の展開や工夫 ある授 業

の実践，授業評価や授業の研修会等で共通理解

を図 り，授 業改 善に取 り組 んでい る。三つ 目に，

「マナーの向上」 として挨拶の励行や服装の改

善を徹底 し，本 高校 生 としての誇 りや 自覚を啓

発 してい る。

　教育課程の特徴 としては，各科の垣根 を越

えて履修できる選択科 目の導入や基礎学力の向

上 ・定着を目的に，少人数授業展開 （数学 ・英

語）やＴＴ授業 （専門）を展開 している。入学

試験時の学力格差の是正や不本意入学による目

的意識の欠如を少 しでも薄める効果として，全

職員の共通理解のもと実践中である。

　進路状況は，就職 ８０％，進学 １５％，自営

等5％ で例年推移 している。地域の特徴 として

，近年周辺に自動車関連の誘致企業が多くな り，

県内希望も年々増加の傾向にある。離職率の減

少や就業内容 と生徒実態のミスマッチ防止のた

め，現場見学会やインターンシップ ・企業講師

（外部講師授業）等の取 り組み，座学 とリンク

した実験 ・実習を積極的に導入 している。この

ことより，地域社会や企業に受け入れ られ必要

不可欠な人材育成に力を入れている。

２　 学校 の概要 （平成19年5月1日 現在 ）

教員数37名 （2名 ）
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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

　『測量』における評価規準の改善と実践，

な らびに 目標等の実現状況を計るための教材

開発。

(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］

　従来の評価では知識理解面の評価に偏る傾向

があり，生徒の興味 ・関心等の側面を一層重視

し，学習意欲を向上させることが大切であると

考えた。そのため測量とい う科 目の特性に応 じ

た4観 点での評価方法を具体的に示 し，その評

価規準に基づいて絶対評価 による3段 階の評価

を行 うこととした。

［調査研究の対象］

第１学年

２　児童生徒の学習の実現状況 と考察

　水準測量の中でも高低測量を取 り上げ，測量

器具の取 り扱いや野帳の記入方法 と計算方法に

ついて理解させ，実際に活用 させるようにする

ことが目的で大切なポイン トである。器具の取

り扱いについては座学 （資料1）でも学習させ る

が，工業技術基礎の実習 との連携により学習効

果が向上すると考えられる。例えば，標尺を振

ることについて実習の中で実施 しているが，そ

の原理や器械による使い分けなどを座学でしっ

か り学ばせ，再度その内容について 自分の言葉

で表現せることも必要である。

（資料1）器械器具の取 り扱いについての座学

　次に，野帳の記入方法 と計算方法については

昇降式による野帳の記入は比較的単純であるの

で理解 しやすいが，器高式による野帳の記入は

観測結果のデータが中間点 （IP）・もりかえ点

（TP）かの状況判断が必要である。このため野

帳への記入が単純でなく，正 しく理解 している

生徒が少ない。また，野帳の計算においても昇

降式に比べ，器高式の理解度が落ちる。 このこ

とは今年だけのことではなく毎年その傾向にあ

る。生徒の苦手な器高式を理解させ，器械高の

求め方を計算式で求めるが，器械高と地盤高の

高低差をイメージさせるように工夫 して指導 し

てい くことが大切である。

３　評価方法に関する研究成果

　観点別学習状況を評価するにあたっては，各

観点で何 を評価すればよいのか，観点 ごとに

目標を設定 した。それぞれの事柄について ど

の程度 目標を実現できているか，絶対評価 に

よる3段 階の評価 （ABC）を行 うことにした。

そのために，生徒を評価するための学習プ リ

ン トを作成 し資料を収集 した。学習プ リン ト

で分析 した資料を基に，各項 目の実現状況を

一人一人評価 し
，各観点を総括 して最終的な

評価 とした。また，学習プ リン トにキャラク

ター（資料2）を用い堅苦 しい印象を払拭 した。

学習プ リン ト（資料3）の作成にあたっては，身

近なテーマや教科書の類題や考え方や理論 を

自分の言葉で表現す ることなど，興味関心か
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（資料2） ４観 点表現 キャラクタ

（資料3） 学習 プ リン ト

ら思考判断 ・技能表現 ・知識理解の観点で評

価できるようにした。評価の処理方法につい

ては，表計算 ソフ ト（資料4）を使い各授業時間

において各観点ごとに学習プリン トよ り評価

を絶対評価による3段階評価 （ABC）で行った。

右の表はそのサンプルである。授業の中で学

習プ リン トを使用 し，A… 「十分満足と判断さ

れる」，B… 「おおむね満足であると判断 され

る」，C… 「努力を要す ると判断される」で評

価を行 った。今回研究対象の範囲は水準測量

の13時 間における評価であったが，この程度

時間が適切なスパンではないかと考えられる。

その理 由としては時間が長すぎると学習の不

十分な生徒がそのままに して学習を進めてし

まった り，学習の不十分な部分がそのままに

な りやすい。「評価Ｃ」の生徒には復習や補習

を行った り，教師が学習状況の変化 をつかむ

こ とがで きる。 この よ うに苦手意識 を持 たせ

ない よ うにす るこ とで，意欲的 に 「測量 」を

楽 しく学ぶ意識 を持つ もの と思われ る。

（資料4） 表計算 ソフ トで処理 したデー タ

４　研究の普及と今後の展望

　今回の研究で適切な評価のスパンについて

は，比較的短いスパンに区切って評価をする

方が効果がある。学習が十分な所 と不十分な

所が判 り，学習状況の変化をつかみやす くな

り，復習や補習を行った りす ることもできる。

しか し，授業1時 間単位 に多 くの評価資料を

収集 しなが ら授業を進めることと同時に，多

くの評価資料を短時間で分析 し，処理 しなけ

ればならないため，多大な労力を強いること

となる。 したがって，今後は評価する資料を

簡略化 した り評価す るシステムも簡略化する

工夫を考えることである。授業担当者が替わ

って も容易に継続できる評価システムの構築

と共有化が必要である。また，評価 を処理す

る作業の面では，多大な労力を減 らすための

効率化が必要で，コンピュータを使いすべて

の職員 が簡単に使 える処理システムを作成

し，普及を図ってい くことが重要である。
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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

　『土木基礎力学』における評価規準の改善

と実践，ならびに目標等の実現状況を計るた

めの教材開発。

(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］

　学習指導要領のね らいを十分分析 し，各生

徒の取 り組み状況，習熟度をペーパーテス ト

のみよる評価の偏 りを払拭 し，4観 点につい

て客観的かつ公平に評価 し，数値的に表すこ

とで，他に対 してもより理論的な説明が果た

せるマニュアルをつ くる。評価については，

絶対評価を前提とするもので，多面的に個人

の特性や努力の程度を数値化 したもでなけれ

ばならない。 したがって，筆記試験の作問に

ついてはより相対評価に準 じた結果が出るよ

うな配慮と工夫が求められるてくるし，生徒

には事前に教科のシラバスを十分承知させて

おき，いかなる内容での評価が行われ るかを

知 らしめることが肝要となる。

［調査研究の対象］

第 １学年

２　児童生徒の学習の実現状況と考察

　調査研究を始めて ２年 目を迎えた本年，昨年

と様子が随分変わった。年度によって入学 して

くる生徒の理解の程度が変化するが，本年は年

度初めに示 した年間計画を若干変更せ ざる得な

くな り，対象 となる単元の開始が半月近 く遅れ

こととなった。同じ内容を反復 したり，進度を

遅 れ させ たに も拘 わ らず，多 くの生徒 が十分 な

理解 を得 るには至 らなかった。教材 には昨年以

上 の教材 の工夫 を凝 らしているが， プ リン トの

中 に示す解 答 例 さえも 目を通 さない生徒 が い

て，正答 を導けない生徒 もいた。 その結果 その

教 科 自体 を嫌 うとい った ことが生 じて しま っ

た。 多 くの生徒 が理解 できる簡 単な内容 を， し

かも繰 り返 し学習 させ ることが大切 であ るこ と

を改めて感 じた。教科 書に取 り上げている多 く

の内容 を再度吟 味 し，必 要最 小限の単元 を噛み

砕 いて学習す るこ とは今後必 要不可欠 である。

幅広 く学習す るこ とは必要 であ るが，理解 でき

ない生徒 が多 くい る中で，今 一度 考え る岐 路に

来 ている。

　一方
，学科 の 目標 として 「卒業時 に測 量がで

きる。」 「簡 単な鉄筋 コンク リー トの橋 の設計 が

でき る。」 とい うこ とを年度初 めに掲 げ，学科

の全職員 ・生徒 に示 した。 当然，各教科 の授 業

はその 目標 に向け，内容 の精選 を行 い授業 を展

開 してい く。広 い範 囲の学習 をす る土木科 の内

容 を， 目標 を絞 り，生徒 の実態 に即 した進度 で

授業 を進 めてい くこ とは今後 の大切 な命題 であ

ると考える。

教材 については，従 来通 りコンピュータの作

図 ソフ トの利用 で，各授業 時間に絵 が入 ったオ

リジナル のプ リン トを準備 し，できるだけ興 味

を引 き出す ものを提供 した。 この ことが定期 考

査 を作 る上で，単元の内容 を熟慮す る事に もつ

なが り，ク リアフ ァイル （ポー トフォ リオ）に

綴 じ込んでい くこ とで，教 師の教材研 究に も役

だった。
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＜授業中自ら希望して黒板で解 く生徒 ＞

３　評価方法に関する研究成果

　従来，座学教科においては考査の成績，授業

中の態度，レポー トの提出状況 といった内容で

の評価をしていた。総合評価は考査の成績に大

きく偏る傾向があった。研究成果 として，観点

別の評価を行 うことで，授業の前に教科書 ・ノ

ー トをきちんと開かせ十分な準備させる，授業

中に生徒との会話を増すことでその都度理解の

度合いを確かめた り興味関心を観る， といった

評価に関する内容をマニュアルに従って，授業

中に盛 り込むことができる。 このことで，教師

側 により客観的な評価ができる姿勢ができたよ

うに思われる。ただ，これを授業の度に評価 し，

記録 していくことは大変な作業ではあるが，従

来の評価 より生徒の実態を把握でき，指導法の

改善にも有益であると思 う。公平な評価を行 う

ために作成するマニュアルは，教師にとっても

拠 り所とす るところで，今後客観的な評価をお

こない，説明責任を果たす うえで必要不可欠で

ある。

　評価 「C」の生徒は全体の中で浮 き彫 りにな

り，事後の指導がや りやす くなった。 これはこ

の研究の大きな成果の一つであった。

４　今後の展望

　従来，高等学校における座学科 目の評価は，ペ

ーパーテス トの点数による知識偏重の評価，及

びレポー トの提出状況，授業中の態度等による

ものが主であった。 ４観点 に よる多面的 な評価

は， より生徒 一人一 人を細や かに観察 ・指導す

るこ とにつ なが り，評価 の結果 は生徒 を判定す

る規準 のみ な らず，大 いに教師 の指導法 の改善

にも寄与す る もの と考 える。従 って，研究が遅

れてい る高等学校 にお いて も， ４観点の具体的

な視点お よび評価 の規準 を しめす スタンダー ド

なマニ ュアル を作成 してい くこ とが，第一段階

として なされ るべ きで ある と思 う。

＜ ４観 点キャラクタお よび評価 マニュアル ＞

＜学習 プ リン トの例 ＞
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