
平成18・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 ： 後 藤 優 司
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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

　本校は，文武両道 と自主自律の精神の下，豊か

な人間性と確かな学力を向上させるため，生徒が，

興味 ・関心や進路に応 じて主体的に選択できる科

目の設定など，創意工夫を生かした特色ある教育

課程を編成 ・実施 している。

　また，学力向上を推進するため，平成16・17年

度においては北海道教育委員会の 「夢と活力あふ

れる高校づくり推進事業」の「学力向上フロンティ

アハイスクール」奨励校，平成18年 度からは 「北

海道学力向上推進事業」の「高等学校学力向上アッ

ププロジェク ト」推進協力校の指定を受け，学力

実態調査や生徒による授業評価を通じた授業の改

善や，大学教授等による出前講座の実施，理数科

の課題研究の充実などに努め，成果をあげている。

２ 学校の概要 （平成19年 ５月 １日現在）

教員数48名 （１名 ）

　政治 ・経済は，普通科，理数科 ともに，必履修科

目として ３学年 に設置 してい 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

　「思考 ・判断」， 「資料活用の技能 ・表現」

の２観点における評価方法に関する研究

(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］

  本校では，目標に準拠 した評価における観

点別学習状況の評価を通 じて，生徒の学習の

実現状況を適切に把握する必要があると考え

てきた。

　そのため，平成18年 度では， 「思考 ・判

断」と 「資料活用の技能 ・表現」の２観点に

かかわる評価規準 （表 １）を検討し，評価規

準に適した評価方法を工夫することで，経済

社会の変容と現代経済の仕組みについて，学

習指導要領に示 されているように， 「マクロ

経済の観点を中心に」扱い，国民経済全体の

視野から経済をとらえさせる学習活動を，深

化 ・発展 させ ることができるよう，本調査研

究を実施 した。

　その際，現代の経済活動においては，課題 レ

ポー トやワークシー トを活用 し，生徒の身近な

事例を通して，現代経済の特質等を多面的 ・多

角的に考察させ， 「思考 ・判断」， 「資料活用

の技能 ・表現」の観点による評価を行 うため，

２観点にかかわる具体の評価規準について研究

を進めた。

　また，定期考査においても， 「思考 ・判断」

の観点にかかわる評価を行 うため，ワークシー

トに提示 した資料や設問を活用 した出題方法に

ついての研究を行った。

  以上の状況を踏まえ，平成19年 度において

は，資本主義経済の長所 ・短所について，まず

身近なところから挙げさせ，それらと資料から

読み取ったことから，その原因を記述させるな

ど，資料を分析したり，活用した りする能力の

育成を図るワークシー トの作成や，適切に学習

の実現状況を把握することができる評価規準の

検討及び評価方法の工夫 ・改善に取 り組んだ。
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〈表 １〉　平成18年 度における評価規準

〈表 ２〉　平成19年 度における評価規準

［調査研究の対象］

第 ３学年　公民 「政治 ・経済」

２　児童生徒の学習の実現状況と考察

　単元の目標に基づいて，観点別学習状況の評価

の４観点の評価規準を設定し，その評価規準にし

たがってワークシー トを作成 した。

  生徒のワークシー トの記入内容に応じて，評価

規準を再検討するなど，当初設定 した 「思考 ・判

断」， 「資料活用の技能 ・表現」における具体の

評価規準を見直す必要があったことから，評価規

準については， 「エネルギー革命」を新たに評価

基準に加えたように学習活動後においても，柔軟

に見直しを図 り，適切に学習の実現状況を把握す

ることができるよう，工夫する必要がある。

　また，現代経済の特質について探究させ，経

済活動の在 り方 と福祉の向上との関連を考察さ

せるため，生徒に必要となる経済の基本的な概

念や理論についての確実な定着を図ることが大

切であることから， 「思考 ・判断」， 「資料活

用の技能 ・表現」の観点だけではなく，「関心 ・

意欲 ・態度」と 「知識 ・理解」の観点について

も，様々な方法で評価する必要がある。

３　評価方法に関する研究成果

　今回は，経済分野の導入として，既習の資本主

義経済と社会主義経済の知識や概念を活用しなが

ら，資料 （【資料 １　授業プリン ト】）を読み取

り，それぞれの経済体制における特質や，課題と

その原因を考察 させた上で，課題レポー ト 「暮 ら

しの変化等から見る日本経済の変化」 （【資料 ２

レポー ト】）を課し，現代の経済活動について，

身近な事例を通 して，多角的 ・多面的に考察 させ

るよう工夫した。

「関心 ・意欲 ・態度」については，それぞれの
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経済体制における特質や，課題とその原因を考察

させ，表現させる学習活動の後に実施した生徒の

自己評価において， 「経済の基本的問題 と人間に

かかわる事柄に対 して，関心を高め意欲的に課題

を追究 しているか。」を評価規準とし，評価を行っ

た。

　「思考 ・判断」については，経済分野の導入部

で使用 したワークシー トを活用し，現代の経済社

会の状況や，現在の日本の経済状況を踏まえなが

ら，資本主義経済体制と社会主義経済体制から，

どちらかを選択をさせ，選択した経済体制におけ

る長所と短所について考察させることで，評価を

行った。

　多 くの社会主義国家が市場経済に移行したり，

市場メカニズムを大幅に活用した りするなど，社

会主義の原則通りに経済を運営している例は極め

て少ない現状において，資本主義経済体制 と社会

主義経済体制の二者択一の選択としたことについ

ては，多少無理な設定であると考えられるが，資

本主義経済と社会主義経済の理念的な区別につい

て理解 し，日本の経済状況を踏まえた上で，それ

ぞれの経済体制のマイナス面を克服する方法につ

いて考察させたことで，経済体制の特質や課題に

ついて，理解 させることができたと考えている。

その一方で，生徒の記述からはそれぞれの経済体

制の長所が他方のマイナス面を結局は克服するこ

とができるとい う点を読み取ることができた。今

後は，設問の内容をさらに工夫してみたい。

　また，課題レポー トの作成においては，様々な

文献か ら適 した文章を引用 したり，身近な人か ら

聞き取った りする調べ学習を実施した。特に，今

回は，前時のワークシー トによる学習を踏まえ，

暮 らしの変化等か ら日本経済の変化を考察させる

ことができたので，取組状況は良好であった。

　今後は，資本主義経済と社会主義経済に関す る

今回のワークシー トを活用 し，現代社会の諸課題

を探究する学習に結び付けていく予定である。

　生徒の自己評価については，学習への積極的な

取組を促すため，ワークシー トや課題 レポー トに，

Ａ ・Ｂ ・Ｃ・Ｄの４段階による自己評価欄を設け

るとともに，自己評価の根拠を説明させるコメン

ト欄を設けた。

  その結果，自己評価Ｄとした生徒のコメン トと

その生徒の学習への取組や学習内容の定着等の状

況から課題が明確となり，次の指導に生かすこと

ができた。

　今後は，評価Ａの生徒に対 して，さらなる学習

を促す指導を図るとともに，評価Ａとする具体の

評価規準の妥当性を検証し，評価Ｂの生徒に対し

て，評価Ａへ引き上げるための，評価方法の工夫

改善を検討する。

　また，生徒の自己評価の評価項 目を精選するな

ど，生徒が評価を簡潔に行 うことができるよう，

工夫 ・改善が必要である。

　さらには，教師による評価と，生徒による自己

評価に差異 （ギャップ）が見られたことから，教

師の評価と生徒の自己評価をどのように近づける

ことができるか，生徒の自己評価を高めるために

はどうしたらよいのか検証 し，また，内容のまと

まりごとの評価とすべきかを検討する必要がある。

４ 成果の普及と今後の展望

　今年度の評価の在 り方の研究においては， 「経

済社会の変容と現代経済の仕組み」について，昨

年度から継続 して実施 した。

　特に，資本主義経済と社会主義経済の各経済体

制の特質や，課題とその原因の理解を通し，現代

の日本経済の状況を分析する思考力や判断力の育

成を図るとともに，学習した概念や理論を活用し

ながら，図表を読み取 り，表現する力を育成する

ワークシー トや課題 レポー ト，それらの力を評価

するペーパーテス トの作成について，継続して工

夫 ・改善を図っていきたい。

　また，ワークシー トやペーパーテス トにおいて，

４観点をバランスよく設定 し評価するとともに，

観点別評価における，内容のまとまりごとの評価

や，年間を通した評価の総括等について，研究を

継続する。

　本研究の成果については，校内研修会における

検証はもとより，本校Webペ ージでの公表や，

全道及び全国での研究会等を通じて，積極的に普

及していきたいと考えている。
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【資料 １　 授業プ リン ト】

政治経済　経 済分 野学習 プ リン ト　 ＮＯ.１

３年 　組 　 　番 ・氏名

資本 主義経 済 の光（長 所）を身近 な ところか ら具体 的 に挙 げ よ。

資 本 主 義 経 済 の 影 （短 所 ）を 身 近 な と こ ろ か ら具 体 的 に 挙 げ よ。

次 の ２つの資料 を読み、資本 主義経 済か社 会主義経済 かを区別 し、影 （短所）と

そ の原 因を説 明せ よ。

［資料 １］

子 「ママ 、寒 いね。 どうして ス トー ブたかないの ？」

母 「うちには石炭 がないんだ よ」

子 「ど うしてないの ？」

母 「パパ が失業 したか ら石炭 を買 えないんだ」

子 「なぜ失業 したの」

母 「会社 に石炭 がた く さん あまってい るか ら」

子 「…… ！？」

体制　　　　　　　　 理由

影 　　　　　　　　　 原因

―4―



［資料 ２］

Ａ 「大 きな公 共 の施 設で寝泊 ま りで きて、便利 だね。」

Ｂ 「子 供 も集 団で子守 りを して もらえて大助 か りよ。」

Ａ 「食 事 も食堂で何時 で も食べ られ る しね。」

Ｂ 「生産量 も管理 されて、環境 に も配慮 され てい るわ。」

Ａ 「で も、私た ちの国は競争 には弱 いみたい よ。」

Ｂ 「そ うね 、 うちの人 を見 て もわか るわ。」

体制　　　　　　　　 理由

影　　　　　　　　　 原因

あなた な ら資料 １と ２の うち、 どち らの経済体制 を選択 します か。

理 由 と と も に 答 え よ。 ま た 、 そ の 体 制 の 影 を 克 服 す る方 法 を 考 え よ。

体制　　　　　　　　　理由

克服方法

自己評価 （ＡＢＣＤ の四段 階で表 し、その理 由を述べ よ）

○分か りやす く説 明できたか。

　評価 　 　 　 　理 由

○今後 の経 済の勉 強 で何 を学んで いきたいか。

― 48―



【資料2　 レポー ト】

後 期 「政 治 ・経 済 」 の 課 題 レポ ー ト　 　 「暮
ら しの 変 化 等 か ら見 る 日本 経 済 の 変 化 」 （提 出 用 ）

組　 番 　氏名

※　記入例を参照 して、各時代の暮 らしの様子 をご両親や祖父母な ど親族、近所 の先輩 の方 々か ら聞き取
るな どして調べてみ よ う （文献やイ ンターネ ッ トでも結構 です）。 なお 、内容 は自分の暮 らしでも当時
の社会の一般的な暮 らしで もよく、調査 の可能な年代 までま とめれ ばよいもの とします。

今回は どのよ うに調べたか。 （調査方法）

さらに課題追究をす るな らどのよ うな調査方法があるか。

自己評価 （ＡＢＣＤの ４段階で表 し、その理 由を述べ よ）
わか りやす く説 明できたか 評価

理 由
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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 ： 王尾 冨美子

所 在 地 ：神奈川県藤沢市大鋸 １４ ５０

電話番号 ：0466-82-8111

I　 研究指定校の概要

１　学校 ・地域の特色及び実態

　 ・　 平成18年 度か ら， １ ・２年生 にお いて は ５

クラスを ６クラスにて展 開 し， １クラス あた

り33人 の少人数 クラス編成 を行 い，丁寧な個

別相談体制，ゆ と りある授業 を行 ってい る。

　 ・　 平成18年 度 か ら，観点別評価 を全教科 ・科

目に本格 導入 し，そ の有用性 について全職員

で研修 を深 め，詳細 な評価規準 を定め， よ り

公 正な評価方法 について研 究 してい る。

　 ・　 平成18年 度11月 に，最大出力10キ ロワ ッ ト

の太 陽光発電 システムが完成 し，平成19年 度

か ら県 の環境教育推進 拠点校 に指 定 され ，生

徒 の環境教育 と地域 の環境拠 点 として教育実

践 を行 ってい る。

　 ・　 ここ数年の進 路実績 は，大学 ・短大50％ ，

専門学校30％ ，就職5％ ，進 学準備 が15％ で あ

る。

２　 学校の概要 （平成19年 ５月 １日現在）

教員数38名 （2名）

　 ・研究対象科 目の開設状況

　　　現代社会は，1年 次に必履修科 目として設

置 し，1学 級33人 ，学年全体では6ク ラスで

授業を展開 している。

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

「現代社会」の内容構成のうち，現代に生き

る私たちの課題 と政治 ・経済分野における基

礎学力の養成 と学力の把握

　（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　資源 ・エネルギー問題の授業研究

　　　 本校の施設である太陽光発電を教材化 し

環境やエネルギーに対する学習活動の充実

を図 り，環境問題に対する関心 ・意欲を高

め，身近なことから環境問題に取 り組む意

欲 を育成するとともに，それ らについての

　 評価方法を研究する。

　 ②　政治 ・経済分野の授業研究

　　　 指導内容を精選 し，政治 ・経済の主要な

課題について生徒の考察を深めさせ，「知

識 ・理解」を主に，他の三つの観点を踏まえ

て，確かな学力の把握に努める。

　 ③ 観点別評価の実施

　　　 観点別評価を踏まえた教材作成 ・問題作

成に取 り組み，特に「関心 ・意欲 ・態度」の

観点か ら学力を把握する方法について研

究す る。

　 ④　平成18年 度の調査研究との関係

　　　 平成18年 度は，評価規準の作成 と評価方

法の工夫が主たる研究であったが， どのよ

うな指導をして，どのような学力が身に付

いたか という点についてのデータの集積が

十分ではなかった。

平成19年 度は，18年 度の研究を踏まえ，

観点別評価の有効な運用 と授業展開の工夫

を研究の中心 とした。
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［調査研究の対象］

第 １学年

＊評価 の観点

関＝［関心 ・意欲 ・態度］　 思＝［思 考 ・判 断］

技 ＝［資料活用 の技能 ・表現］ 知 ＝［知識 ・理解］

＊◎は,そ の内容 において重視 した観 点。

２　生徒の学習の実現状況と考察

　（1）調査研究分野の指導方法

　　① 現代に生きる私たちの課題

　　　　 「現代社会」の最初の授業で，スキル（課題

の設定 ・調べ方 ・レポー トのまとめ方）の向上

を目標に指導を行った。この項 目は科 目の導

入 として，１年間の授業全体に大きな影響を

与える部分なので，具体的な学習に入る前に，

B5判 １枚程度で，課題追究の学び方を習得 さ

せるための学習を行った。

生徒の提出物からは，自己の在 り方生き方

と関連 させなが ら考えようとする態度が うか

がわれた。

　　　 地球環境問題では，例えば改正容器包装 リ

サイクル法やカーボンニュー トラルの考え方

を提示す るなど，異なる視点 と最新の知識に

触れることにより，具体的な対策を考える授

業を展開した。太陽光発電の仕組みについて

は，光エネルギーを直接電気エネルギーにか

えるシステムや，太陽電池により発電が行わ

れることを授業で扱い、ク リーンエネルギー

の環境価値について考察させた。

　 ②　経済分野

　　　 具体的な事例から現代の経済社会を理解す

る姿勢が身に付 くような授業を心がけ，高齢

社会 と財政，消費者主権，中小企業 と農業等

の授業では，時事問題を多 くとりいれた。

　　　 今 日の主要な経済問題については，テーマ

学習や新聞記事等を授業に活用 して，変化す

る経済に気づかせ，考察させ ることにより，

観点別評価に結びつけた。

　　　 また，経済用語については，授業プ リン ト

を用いて説明 し，基礎学力の定着に努めた。

　　 ③　政治分野

　　　 時事的な問題や，テーマ学習を取 り入れる

ことに配慮 し，現代政治への興味 ・関心を高

め，主権者 としての自覚を育てる実践を心掛

けた。
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（2）調査研究のねらいに照 らした考察

　　地球環境問題の授業では，本校が進めてい

る環境教育（太陽光発電 ・リリパック等）と関

連 させながら，問題解決に向けて何 をすべき

か考えることに時間をかけたため，地球環境

問題に対する生徒の関心 ・意欲 ・態度は高ま

ってきている。

　　経済分野では，生活 と経済の結びつきに着

目し，資料から現状を把握す ることにより，

経済活動の在 り方について思考 ・判断する授

業展開を心がけた。その結果，市場経済におけ

る競争原理について考えられ るようにな り，

日本経済の課題 （財政改革，社会保障費等）に

ついても考察を深めることができた。

　　政治分野については，調査研究の対象にか

かわる授業を始めた段階である。

（3）学習の実現状況について把握 したこと

　　生徒は，環境問題の具体例や原因をあげる

ことはできるようになったが，日常の態度や

行動になかなか結びついていない。

　　地球規模の視点から環境問題について考え

ることは，ある程度実現できたが， 一方で温

暖化対策の難 しさ， 例えば国際協力，先進国

と途上国の対立，環境保護優先か経済成長優

先かといつた点について理解を深めることが

不十分であった。

　 経済分野については，日常生活 と経済が密

接に関係 していることは少なからず理解 して

いるが，経済学習を知識の量で とらえる傾向

がある。経済用語については，できるだけわか

りやすい指導を心がけたが，経済規模の指標

であるGDPに ついての理解が十分ではなかっ

た。また，技術革新と産業構造の変化，経済の

グローバル化，企業の社会的責任等の項目で

は，関連する資料 を数多 く授業で取 り上げた

ことにより，生徒の理解が深まったと考 えら

れる。

　 経済の学習では，統計資料やグラフの読み

取 りが必須だが，その力が十分身に付いてい

ないので，資料に対する興味・関心を高めるた

めに自分で資料を作成するような作業も必要

である。

　（4）成果や課題を今後 どう生か していくか

　　　生徒が，今後 も環境問題について関心を持

ち続け，節電や節水，ゴミの分別排出など，

日常生活のさまざまな場面で実践できるよ

う，地球環境問題に対する認識を深めさせ る

とともに，環境問題に取 り組む態度を育成す

る。

　　　政治 ・経済分野については，将来生徒達が

主権者 となった時に，税制や社会保障はどう

あるべきか，財政危機はどう克服すべきか等

について，主体的に思考 ・判断できるように

指導 していく。

3　 評価方法に関する研究成果

　（1）評価方法の工夫改善

　　　生徒の実態に応 じた評価規準を作成 し，定

期テス トでは，観点別に得点化できるように

工夫 し，ワークシー トや レポー トなどを通 し

て学力の把握に努めた。また，授業の中で，

評価についての説明を行 うことにより，学習

の改善に生かされるようにした。

　　 観点別評価 を導入 し，評価の改善を行った

ことで，教員は生徒の学習状況を，これまで

以上に観察するようになった。 また，毎時間

使用するワークシー トの内容を，評価の観点

から検討することにより，観点を踏まえた多

様な学習活動を展開するよう心がけた。

　 ① ペーパーテス ト

　　 年間4回 実施 した。評価の観点は，知識 ・

理解が6割 ，思考 ・判断が2割 ，資料活用の

技能 ・表現が2割 となるよう，問題を作成 し

た。思考 ・判断や資料活用の技能 ・表現を問

う問題では，文章で自分の考えを書 く生徒が

多 くなった。

　　 平成18年 度に引き続き，評価の観点を意識
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してテス ト問題 を作成 したが，テス トの個 々

の設問が どの観 点の評価 に相 当す るか，特 に

知識 ・理解 と，思考 ・判断を評価す る問題 の

違 いを判別す ることに苦慮 した。

② 　ワー クシー ト

　 毎回授 業で使用 し，知識 ・理解 に偏 らず ，

思考 ・判断や資料活用の内容 を取 り入れ る よ

う心がけた。

　 また，基礎的学力 を定着 させ るために， ワ

ー クシー トに基本的な用語 を掲載 して指導 し

た結果，定期テ ス トで の用語 の理解 を問 う問

題 については，概ね良好な結 果であった。

③　 レポー ト

　 夏季休 業中，生徒全員 に レポー トを作成 さ

せて，関心 ・意欲 ・態度 を重点化 して評価 し

た。評価 に際 して は，テーマ設定 の動機，ま

とめ方，独創性等 を重視 した。

　 生徒の取 り組み状況 は概 ね良好であった。

学期 中に，時間をかけて レポー トを書かせ る

こ とは難 しいので，小テス トとして，簡潔 に

考 えをま とめる学 習活動 を取 り入れた。

④ 授業中の様相観察

　 講義 中心の授業 にな らないよ う，生徒 と向

き合 う形で，で きるだ け多 くの発 問を し，そ

れ に対す る回答か ら関心 ・意 欲 ・態度 を評価

した。問いに対 して，適切 な内容，独 自の内

容 の回答 を，評価 の対象 とした。

⑤　 自己評価票

　 毎時間，数分 で書 ける 自己評価票を作成 し，

関心 ・意欲 ・態度 の評価 に役立てた。評価票

の項 目は，授業 で理解 した こ と，疑問点，学習

意欲の ３点であ る。 これ によ り，生徒 は授業

に意欲 をもって取 り組 めるよ うにな った。

（2）今後の取組 と課題

　 様 々な評価方 法 を通 じて，生徒か ら多 くの

評価 資料 を収集す る ことは必要 で あるが，す

べての評価 資料 を総括的評価 に結びつ けてい

くことは，大変な作業 となる。 １回の授業で，

評 価す る観 点 を絞 り込んで見 てい く工夫や ，

評価集計 表の検討 を通 じて，簡潔 で有効 な評

価 を研 究 してい く必要が ある。

4　 成果の普及 と今後 の展望

　研 究授 業の公 開 と授業後 の検討会を実施 す るこ

とによ り，長 年続 けて きた集 団に準拠 した評価 か

らの意識 の転換 をはか り，目標 に準拠 した評価 と

観点別評価 の有用性 につ いて，共通理解 を図 る。

　生徒 の実態 と学習 の実現状況 を もとに，年 度 ご

とに評価規準の修 正 と見直 しをす る。

　 ２年 間の研 究成果 と解 決すべ き課題 をま とめ，

報告書 を作成す る。

《資料》

　 ・定期テス トで，地球環境 問題 について，思考 ・

判断 の観点か ら，次の問題 を作成 した。生徒 の解

答例か らは，自己の生 き方 を考える様子が少なか

らず うかがわれ る。

（問題）6月1日 か ら「夏場 の軽装 による冷房 の節

約」のためノーネ クタイ ・ノー ジャケ ッ トのクール

ビズが始 ま ります。 これ は一 つの例ですが ，地球

温暖化 の解決 に向 けて，私 たちは何 をすべ きか，

具体的 に説明 しなさい。

（生徒 の解答例）

○　冬 は暖房 の温度 を上 げない よ うに し，厚着 を

して過 ごす。家の庭，ベランダに緑 をた くさん

植 えて， 二酸化炭素 を減 らす。 ゴミは分別 し，

ゴ ミをだ さない よ う，無駄 のない買物 をす る。

○　 一人一人が環境の ことをしつか り意識 し，身

近 な ところか ら省 エネ （使 わない部屋 の電気 を

消す。エア コンの設定温度を調節す る）や，３つ

の Ｒを積極 的に行 ってい く。 レジ袋 をも らわ な

い。必要 のない物 は買 わない。

○　エア コンの温度 を夏は28℃ ，冬は20℃ に した

り，木 を植 えた り，低燃 費の車に した り，太陽

光パネル を家 につ けた り，節電 を した り，一人

一人が少 しずつす るだ けで も変 わる と思 う。

○　森林 を減 らさない よ うにす ると良い。 割 りば

しや 爪 よ うじ等 はむだ使い しないで，木材 を大

切 にす る。小 さな ことだ けど，みん ながすれ ば，

住み よい地球 にな ると思います。
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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 ：松本 洋二

所 在 地 ：広 島県広 島市中区西 白島町25番1

電話番号 ：082－221－1510

Ｉ　 研究指定校の概要

1　 学校 ・地域の特色及び実態

　　本校では，ほとんどの生徒が，大学への進学

を希望 してお り，学習意欲は高い。また，各学

年に美術分野の学習を中心に表現技能を高める

普通科創造表現コース １クラスを設置 してい

る。

2　 学校の概要 （平成19年5月1日現在）

教員数63名 （3名 ）

　　本校 にお ける 『公 民』教科の履修状況 につい

ては，1年 生全員が 「現代社 会」を履修 し， ３

年生文型 生徒 が，『地理 ・歴 史』教科1科 目に

加 え， 「政治 ・経 済」又 は 「倫理」 か ら1科 目

を， ３年生理型 生徒 が，『地理 ・歴史』『公民』

教科か ら1科 目を選択 している。

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

　　 　 「関心 ・意欲 ・態度」 「思考 ・判断」 「資料

活用の技能 ・表現」 「知識 ・理解」の四観点

についての評価規準及び評価方法についての

研究を行 う。

（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 「倫理」の 目標に示 され る「人

間としての在 り方生き方について理解 と思索

を深めさせるとともに」,「生きる主体 として

の自己の確立を促」すことに立脚 し，「関心

・意欲 ・態度」な ど四観点のねらいが，各単

元や各主題で実現 されているかどうかについ

て評価するための具体的な規準を設定す ると

ともに，四観点の実現状況を把握するための

適切な評価方法について研究を行 う。

　 平成18年 度においては，啓蒙思想家福沢諭

吉の思想を手掛か りとして，生徒が人間 とし

ての在 り方生き方の考察を通 じて自己の在 り

方生き方に関する思索を深めることを目指 し

た。また，課題追究学習 として 「生命倫理」

を取 り上げ，メディアを通 じて提供 される多

様な情報を的確 に読み取るとともに，それ ら

を解釈 した上で適切に表現する 「資料活用の

技能 ・表現」 と医療技術等の発展による生命

に関する様々な問題について検討させる際の

「関心 ・意欲 ・態度」を評価することを目指

した。

　 これ らの取組を踏まえ，平成19年 度には，

四観点の評価の実現状況を把握するために，

適切な問いを設定したワークシー トを継続 し

て開発するとともに，生徒が様々な先哲の思

想を手掛かりとして人間としての在 り方生き

方に関する考察を深めることができるような

授業展開の改善を目指 した。その際，研究対

象となるそれぞれの単元において，内容の特

質に応 じて，評価すべき観点の焦点化を図る

よう努めた。授業の結果得 られるワークシー

トへの生徒の記述から，設定した評価規準の

実現状況について分析を深めるとともに，評
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　価規準の改善について継続 して検討するよう

試みた。

　　調査研究の対象は，昨年度の実績 を踏まえ，

研究に広がりを持たせるために以下の通 り単

元を増や した。

［調査研究の対象］

第 ３学年 公民科 （倫理）

２　 生徒の学習の実現状況と考察

　　ほとんどの生徒が大学入試センター試験を受

験する本校において，「倫理」の授業では，セ

ンター試験に対応できる学力を生徒に獲得 させ

ることも求められる。そのため，授業展開は一

定の進度を確保 しなが らも，「人間としての在

り方生き方について理解 と思索を深めさせ ると

ともに」，「生きる主体としての自己の確立を促」

す とい う科 目の 目標の実現を目指 して，随所に

評価の観点 「思考 ・判断」の対象 となる場面を

設定している。本校の 「倫理」開設学年は第 ３

学年であ り，対象生徒は人間としての在 り方生

き方を自己の生き方と人生設計に照らし合わせ

て真剣 に考える発達段階にあ り，「青年期の課

題 と自己形成」などの学習内容に対す る 「関心

・意欲 ・態度」は比較的高いながらも，先哲の

思想を自己の問題にひきつけることなく一般化

して しまいがちな課題も有 している。この様な，

青年期最中に受験のための教科学力を獲得する

必要に迫 られ る 「倫理」の学習状況は，全国的

に一般的な課題傾向でもあろう。

　本研究では，これ らの状況に鑑み，進度達成

等の時間的制約や先哲の思想を相対化 した理解

にとどめてしま う学習態度等の課題を乗 り越え

るとともに，諸資料の読解や考察過程の表現を

促 し，先哲の思想に対する思索の深化を図るた

め，開発 したワークシー トを軸に授業改善を行

い，設定 した評価規準とその実現状況について

考察 している。授業の具体的展開は，ほぼ毎時

間ワークシー トの質問に回答する時間を5～10

分程度設定 し，生徒の記述を踏まえた授業展開

の深化を図っている。

　 中項 目 「国際社会に生きる日本人 としての自

覚」の 「西洋思想 と日本人の近代化」における

内村鑑三の思想の学習に際 して，彼の略歴 とそ

の時代背景の理解に基づき，「科学の方法は宗

教の方法」「武士道 に接ぎ木 されたるキ リス ト

教」「２つのJ」 「無教会主義」などの諸概念に

対す る共感の有無とその根拠を尋ねることによ

り，時代や社会背景の違いを超えた現代に生き

る高校生による主体的考察の深化を試みた。「科

学の方法は宗教の方法」については，真理や教

義などを実際に行動に移すことにより具現化す

ることに両者 の共通 した意義があるとの解釈

や，授業で習ったことを自分の経験や理解の範

囲で考察することによりその意味を深める必要

があるとの視点など，学習内容を自己に引きつ

けた理解 が示 されている。 「武士道 に接ぎ木 さ

れたるキリス ト教」については，時代背景を踏
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まえ，世界に日本を適応 させながらも日本の伝

統を尊重す る必要性などについての関心が示さ

れている。 「２つのJ」 に関して，帝国主義や

国粋主義が浸透する時代背景において，和魂洋

才に基づ く東洋道徳でなく隣人愛を説くキリス

ト教の教えから非戦論を導 く点に共感が示 され

ている。「無教会主義」については，形式を廃

し，物事の本質を見極める視点に対する共感が

示 されている。

　 これ ら内村鑑三の思想に関するキーワー ドに

対する生徒個々の関心の所在や西洋思想 と日本

人の近代化に関する探究を促す意欲の程度がワ

ークシー トを媒介として把握できる
。

　 夏 目漱石の 「自己本位」の学習においては，

「思考 ・判断」に焦点化 し，自分 自身にとって

の 「自己本位」を考察 させた。 「自己本位」 と

「自分勝手」 との解釈の差異に基づき，他者 と

の違いの中に自身のオリジナ リティが客観的に

見いだ され るとの視点や，「自己本位」の探究

により他者の心理や行動の理解が促されるなど

の主体的考察の深化に評価規準の実現状況が把

握できる。

　 平塚 らいて うの思想 に関する学習において

は，彼女の思想やその背景等に関す る資料から，

生徒が自己の在 り方生き方について探究する学

習に役立つ情報を主体的に選択させた。 らいて

うの女性解放論の特質 として，ニーチェの生の

哲学の影響，女性の内部生命の充実と精神的自

立の重視，女性固有の母性を尊重するとともに

国家による母性保護を得てはじめて女性の解放

が実現するとい う母性主義等の読解に，評価規

準の実現が確認 された。

　福沢諭吉の思想の学習においては，「実学」

と 「独立 自尊」などの思想を自分の在 り方生き

方 とのかかわ りにおいて とらえ，これまでの学

習活動は 「実学」であ り，「独立自尊」のため

のものであることへの気付きや，啓蒙 とは，正

しい知識を正 しく学び，それらが経験の中で生

かされ ることによって初めて自律的な生き方に

つながるなどの理解に，評価規準の実現状況が

把握 された。

　　課題追究学習として行 う 「生命倫理」の学習

では,「資料活用の技能 ・表現」，「思考 ・判断」

を中心に授業を展開することを予定している。

　本単元においては，医療技術の進歩によって生

じた出生前診断や クローニング技術を利用した

ヒト胚幹細胞などをめぐる生命の誕生 と脳死や

安楽死 ・尊厳死にかかわる終末医療の在 り方に

関するテーマの一つを生徒が選び，自力で調べ

ることにより各人における問題の所在を明らか

にし，問いに対する各 自の解答をグループ学習

において明示 し，グループ構成員各々の解釈を

相互に交換 しなが ら，各 自の思索の深まりを導

く展開を計画 している。授業実践の後，一連の

課題 追究学習におけるワー クシー トの 記述か

ら，評価規準の実現状況 とその妥当性を検証す

ることを予定 している。

　　本研究において開発 したワークシー トへの生

徒の記述より，授業内容に応 じて設定された評

価観点や質問に対する記述に基づいた授業展開

は現実的で有効なものと考えられる。

3　 評価方法に関する研究成果

　（1）　 ワークシー トの開発

　　　生徒が思ったことや考えたこと，調べたこ

となど，生徒が行った学習活動について，四

観点すべてにわたって評価す るためには，適

切に問いが設定 されたワークシー トを開発す

ることが求められる。生徒一人ひとりの評価

を正確に行 うためには，記録 として残 るワー

クシー トの使用が不可欠である。 ワークシー

トをすべての授業で使 う必要はないとも思わ

れるが，生徒の関心の所在や思考の過程を記

録に残すツールは欠かせない。また,「 思考

・判断」，「知識 ・理解」の評価の手段 として

も，生徒 自身が記述 した文章が有効な方法で

あると思われる。

　　 本研究においても，各単元の評価規準の実
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現状況を把握するために評価の観点に応 じた

問いを設定したワークシー トを開発 し，生徒

の記述を媒介として生徒同士でそれぞれの考

察過程を振 り返るとともに，生徒自身が認識

変容の過程 をメタ認知す る工夫を授業展開に

おいて試みた。

　 ワークシー トへの記述は，手掛か りとなる

先哲の基本的な考え方等に学習者を対峙させ

る態度を養 うとともに， 「書 く」とい う行為

により生徒自身に考察の深ま りを促 し，表現

された言語を通 じた自己の思索の深化に対す

る理解を可能なものとす る。

（2）ワークシー トの主な質問 と評価規準

①　 青年期の課題 と自己形成

②　西洋思想 と日本人の近代化

4　 成果の普及と今後の展望

　　2年 間の研究の成果を授業で生かす ととも

に，研究成果の普及については，校内の研究紀

要に研究成果を掲載す る予定である。
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