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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，明治42年 創立の歴史と伝統のある農

業高校である。 「自主」，「信頼」，「努力」の校

 訓のもと， 「高い教養を身につけ，専門的な知

識 ・技術に習熟 した実践力のある心豊かな産

業人を育成する」ことを教育 目標 とし，次に

示す4学 科を設置 している。

 本校が位置する上都賀地域の農業は，南部で

は水稲をはじめ，イチゴ， トマ ト，ニラを中

心 とした施設園芸が盛んであ り，北部では水

稲 を中心 とした土地利用型農業が展開 されて

いる。また， 近年は， リン ドウや シクラメン

等の花きやナス， ニラ等を導入 した複合経営

が推進 されている。 さらに， 中山間地でのソ

バ， コンニャクや北部高冷地でのホ ウレンソ

 ウ，ダイ コン，公共育成牧場を活用 した酪農，

肉牛の生産等， 立地条件 を生か した多彩な首

都圏農業が営まれている。

 このように地域の農業は盛んであるが，在校

生の農業後継者の割合は1割 程度であ り，必

ず しも農業に対する興味 ・関心が高い生徒ば

か りではない。そこで， 多種多様な生徒 の興

味 ・関心や 目的意識や進路希望等 に応 じてコ

ースを選択できるよ う工夫 している
。また，

全学科でインターンシップを実施することに

よ り，職業観や勤労観 の高場 に努めている。

 さらに， 地域や関連機 関との連携によ り，専

 門科 目の学習内容 をより深めるための体験学

 習，農家や工場等の見学会なども積極的に実

 施 している。

2 学校の概要 （平成19年5月1日現在）

       教員数  42名 （ 23名）

○研究対象科 目 （生物活用）の開設状況

 ※生物活用は，平成15年 度 より上記の2学 科で

  取 り入れた。 当初は2学 年のみの履修であ

  ったが， 平成16年 度か らは，現在のように

  3年 生で もコースにより選択履修できるよ

  うにした。

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

   「評価規準の作成及び 目標

         の実現状況の把握について」

 （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 年間指導計画及びシラバスの学習内容，

到達目標等について検証する。

  ② 目標等の実現状況を把握するための評価

   規準及び評価方法について，工夫 ・改善す

   べき点を検証する。

  ③ 把握 した実現状況から学習内容の構成 ・

  範囲 ・程度が適切であるか どうか検討す

   る。
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 ※平成18年度の調査研究との関係

  昨年度検討 した年間指導計画及びシラバス

 の内容について検証することにより，学習指

 導要領に定められた目標を実現するために，

 学習内容の構成 ・範囲 ・程度が適切かどうか

 検討する。また、実現状況を把握するために

 評価規準及び評価方法が適切であるか検討を

加え，工夫 ・改善すべき点について検証 した。

［調査研究の対象］

  調査研究の対象は，様々な角度か ら検証す

 ることにより研究成果に妥当性を持たせ られ

 るよう，対象となる生徒の母集団が異なるコ

 ースによる選択履修と1ク ラス全員履修とい

 う2つ の形態について下記の2学 科で調査研

究を進めた。学年の履修単位数はそれぞれ2

 単位である。

  また，分野 （領域）については，本校でこ

れまで取 り組んできた草花や野菜を中心とし

 た園芸作物に関する学習内容について調査研

 究を行った。評価規準及び方法については，

学習内容や学習方法 ・形態等により4観 点別

 にそれぞれ作成 し，特に実験 ・実習の効果的

な活用による評価について検討 した。

  生徒一人ひ とりを多面的に捉え，場面に応

 じた評価を行 うことにより，目標の実現状況

が把握できるよう下記のような内容で調査研

究を行った。

第2学年 農林経営科 （食品流通コース）生徒数10名

2学 年 生活科学科 （1クラス）   生徒数37名

第3学 年 生活科学科 （生活福祉 コース） 生徒数13名

2 生徒の学習の実現状況と考察

 （1）調査研究のね らいに照 らした考察

 ① 年間指導計画及びシラバスの学習内容に

  ついては，昨年度実施 した結果に基づき，

  改善が必要な部分 は修正 した。修正 した部

  分は，全体の流れか ら単元の指導時期を若

  干入れ替えたことと，より生徒達の興味 ・

  関心を高めるために扱 う学習素材を変更し

たことであ り，昨年度の反省及び課題を踏

   まえたものである。

   到達目標等については，単元ごとに設定

   し，目標を達成するためにより効果的な学

  習方法を取 り入れ るよう工夫 した。特に，

実験 ・実習 を効果的に取 り入れることによ
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  り，生徒達がその単元の学習内容について

  より理解を深め，体験的に学ぶことができ

  るよう工夫した。

 ② 目標等の実現状況を把握するための評価

  規準及び評価方法については，昨年度作成

  したものを基礎 とし，工夫 ・改善 した。

   単元の到達 目標 の達成状況を把握するた

  めに，学習内容により4観 点別の評価規準

  を作成 し，その評価規準に基づき以下のよ

  うな方法で評価 した。

   評価方法は、観察法 ・作品法 ・テス ト法

  を場面に応 じて取 り入れることにより，生

  徒一人ひ とりを様々な視点から多面的に捉

  えて評価 した。特に，実験 ・実習等におけ

  る観察法による評価は，教諭 と実習担当教

  員がその時間の学習内容についての評価規

  準に基づき評価 し，より的確な評価 となる

  よう配慮することで，生徒の良い面を捉え

  た評価をすることができた。

 ③ 把握 した実現状況から学習内容の構成 ・

  範囲 ・程度が適切であるかどうかについて

  検討 した。構成については，昨年度の反省

  も踏まえ，一部学習内容の指導時期及び学

  習素材等に変更を加えた。範囲 ・程度につ

  いては，学年で2単 位 とい う履修単位数及

  びこれまでの研究経過 ・内容 ・成果か らあ

  る程度妥当であると考えられる。 しか し，

  生徒の実態や学習形態等により，今後さら

  に検討 し改善を加える必要もある。

（2）生徒の学習の実現状況に関し把握 したこと

 について，指導方法や評価方法 との関連 も含

 めた考察

① 実験 ・実習においては，一人ひとりの担

  当を明確にし，継続的に取 り組ませ ること

  により，関心 ・意欲 ・態度等を高めう工夫

をした。また，実験 ・実習後にレポー トを

  記入 させ，学習内容のポイン トや理解の程

 度を確認 させることにより，実現状況の把

握を容易にした。

  例 ：実験 ・実習を通 して 「気づいた点」や

  「知ったこと」を記入 させる。栽培管理等

  で うまくいかなかった原因を考えさせる。

  感想等 も含め，生徒達が学習内容について

  どの程度興味 ・関心を示 し，理解 している

  かを知ることにより，次時の指導に役立て

  る。

 ② 授業で行った学習内容について，毎時間

  終了前にワークシー トにポイン トをまとめ

  させ ることによって，本時の内容について

  再確認 させた。このことにより，生徒に学

  習内容 について 「理解できた点」と 「理解

  できなかった点」を明確 にさせ ることがで

  きた。また，教師側が生徒の知識 ・理解の

  程度を把握す るのにも有効であった。

  例 ：作品製作等のワークシー トでは，手順

  や作業ポイン トが分かるテキス ト形式のも

  のを使 うことにより，生徒達が作業の流れ

  を確認でき，ポイン トがまとめられるよう

  にした。

 ③ 学習内容によって，教材等に視覚教材を

  を加える工夫や学習素材に幅を持たせるこ

  とで，生徒 自身が自分で考え選択できる機

  会を設けた。 このことにより，生徒達の思

  考 ・判断や技能 ・表現の能力を導きだし，

  高めることができた。

（3）成果や課題 を今後 どう生かしていくか

  2年 間の研究を通 して，研究主題であった

評価規準を作成することができ，評価規準に

基づき様々な評価方法で生徒を評価すること

ができ， 目標 の実現状況を把握す ることがで

 きた。

  目標の実現状況については， 「十分満足で

きる状況」Ａ ・「おおむね満足できる状況」

Ｂ ・「努力を要する状況」Ｃの３段階で評価

 した。評価結果は，研究対象とした学年 ・コ

ースや単元によって異なるが，結果はＡまた
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  はＢに該当する生徒が８～ ９割であり，Ｃの

  「努力を要す る状況」の生徒は，多い単元で

  １～ ２割程度 とい う結果であった。

   このように大部分の生徒の実現状況がＡま

  たはＢとい う結果が得 られたのは，本校の生

 徒の実態に即 して，指導方法や評価方法を工

 夫 し，場面に応 じた適切な評価をした結果で

  ある。 しかし一方では，Ｃの 「努力を要す る

 状況」に該当する生徒 もお り，これ らの生徒

  については原因を分析するとともに，授業中

  の指導ばかりでなく事後指導も含め， さらに

 指導法や評価法を工夫 ・改善 していきたい。

3 評価方法に関する研究成果

 今回の調査研究では，単元毎の到達 目標を定

 め，その目標の実現状況を把握するために ４

観点別 の評価規準を作成す るとともに， さら

 に授業 における具体的な評価規準も設 け，単

 元の学習内容や学習形態により様 々な評価方

 法を試みた。

 具体的な評価方法 として，評価規準に基づき

 生徒の学習への取 り組み状況や学習活動につ

 いて以下のような方法によ り評価 した。

 （1）観察法

 ① 授業や実験 ・実習等における生徒の行動

  や発言、態度等による評価

 （2）作品法

 ① ワークシー トや レポー トによる評価

  例 ：ア デザインしたレポー トの提出

    イ 授業に関するワークシー トの提出

 ② 実験 ・実習等の状況による評価

  例 ：ア 播種や間引きが適切にできたか

    イ 移植や定植が適切にできたか

     ウ 素材の加工が適切にできたか

 ③ フラワーデザイン等の作品による評価

 （3）テス ト法

 ① 単元の内容等に関する小テス トによる評

  価

 ② 中間試験や期末試験による評価

   以上のような評価方法を用い，単元の評価

  規準に基づき，学習内容や学習形態等によ り，

  場面に応 じた評価方法を取 り入れた。これに

  より，４観点別に生徒一人ひ とりを多面的に

  捉え，適切な評価をすることができた と考え

  られる。

   今後は，4観 点別に生徒一人ひ とりを評価

  する場合，単元の到達 目標 と学習内容，評価

  の観点を一体化することにより，実現状況を

  より的確に把握することが必要である。特に

  観察法による評価に客観性を持たせることや

  評価規準をさらに具体的にするために，継続

  した調査研究が必要である。

4 成果の普及と今後の展望

  今回， ２年間の調査研究を通 して年間指導計

画及びシラバスについて見直すことができ，評

価規準を作成することができた。作成 した評価

 規準に基づき，生徒一人ひとりを多面的に捉え

 るために，様々な評価方法を用いて評価するこ

 とによって，観点別評価を取 り入れた評価を実

践することができ，学習指導要領に示された 目

標の実現状況を把握するために効果的であるこ

 とが検証できた。

  研究成果の普及については，本年度の取 り組

みとして公開授業を行った。県内農業関係高校

 の教員 を対象に，授業内容のみでなく評価規準

 や評価方法についても実践例 として紹介 した。

今後は，2年 間の研究の成果を 「生物活用」の

評価規準，評価方法として普及 ・改善す るため

 の資料 として県内農業関係高校に配布 したい。

 また，校内外の研修会等で活用できるよう，本

研究の成果を発展させるための実践を重ね，問

題点や課題を改善することにより，さらに充実

 した内容 となるようにしたい。
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資料1 評価規準の例 （春か ら夏の野菜栽培の単元）
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資料 ２　 実現状況を把握するための具体的な状況例 （容器栽培の単元）

資料 ３　 授業における評価規準 と評価方法 との関連 （室内園芸装飾の単元）
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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 ： 梶原　 督 三

所 在 地 ： 広島県庄原市西本町一丁目24番34号

電話番号 ：0824-72-2151

Ｉ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　 本校は，広島県の北東部中山間地域に位置 し，

農業教育を主体 とした専門高校で，食料 ・農業

・環境 ・生活に係る将来のスペシャリス トや地

域づ くりに貢献する人材を育成す る職業教育機

関である。周辺は，畜産と水稲 を中心とした農

業地域で，県立農業技術大学校 ・県立広島大学

生命環境学部及び県立畜産技術センター等があ

るなど，農業教育を推進す るうえで適 した環境

にある。来年度は創立100周 年を迎 え，卒業生

も全国各地で活躍 している。

　 平成15～17年 度には，文部科学省か ら 「研究

開発学校」の指定を受け，キャ リア教育の視点

を教科 「農業」の内容に積極的に取 り込み，キ

ャリア発達に応 じた 「進路選択能力」を育む教

育プログラムの開発に取 り組んだ。

　 具体的には，学校設定科 目「農業実践研究 Ｉ」

　・「農業実践研究Ⅱ」・「農業実践研究Ⅲ」の開

発， 「庄実版セメスター制」の導入， 「庄実版デ

ュアルシステム」による派遣実習の実施， 「研

究室 ・キャリア充実講座」の開設を行った。

　　また，キャリア教育の視点か ら教科 「農業」

の評価の在 り方に関 して も研究を進め，高等学

校における職業教育の改善 ・充実を図るととも

に，確かな就業能力 （エンプロイアビリティ）

や高いリスクに果敢に挑む起業家精神 （アン ト

レプレナーシップ）を育てる取組を実践 してい

る。

２　 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

教員数　 43名 （14名）

科 目 「動物・微 生物 バイオテク ノロジー」の開設状況

　食品工学科　 3年 （生物工学類型 ）

　微 生物バイオテクノ ロジー分野を3単 位 履修

　生物生産学科2年 （動物生産類型 ）

　動物バイオテク ノロジー分野を2単 位 履修

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

　　　遺伝子操作及び遺伝子解析を取 り入れた学

習活動 とその評価についての研究

　（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］

　 ヒトゲノムの解読をはじめ，多 くの生物の

遺伝情報が解明される中，微生物バイオテク

ノロジー分野においても，遺伝子 レベルでの

研究が盛んに進められ，農業 ・食品 ・環境 ・

医療等，様々な分野に有効利用 されている。

バイオテクノロジーに関するこのような情勢

の中で，農業高校においても，遺伝子操作に

関す る知識 ・技術の習得は不可欠であると考

え，研究主題を設定した。

　 平成18年 度は科 目 「動物 ・微生物バイオテ

クノロジー」の微生物バイオテクノロジー分

野における指導計画，評価規準を作成 し，単

元 「有用微生物の単離 と育種」において，遺

伝子操作を取 り入れた学習活動を展開 した。

評価の観点は 「関心 ・意欲 ・態度」「思考 ・

判断」「技能 ・表現」「知識 ・理解」としたが，
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特に遺伝子操作を取 り入れた学習活動によっ

て，生徒の微生物バイオテクノロジー分野へ

の 「関心 ・意欲 ・態度」が効果的に向上する

かを検証 した。

　 評価方法は，個々の生徒が実験に取 り組む

状況を，観察法によって把握す るとともに，

テス ト法 （ぺーパーテス ト）や作品法 （ワー

クシー トへの記入）及び自己評価法 （生徒の

学習活動に関する自己評価） を試みた。「関

心 ・意欲 ・態度」 「知識 ・理解」の観点にお

いて，生徒に自己評価を行わせた結果， ７割

以上の生徒が， 「おおむね関心を持って意欲

的に実験に取 り組み，学習内容も理解できた」

と回答 してお り，遺伝子組換えな どの先端技

術を，実験を通 して体験的に学習することに

より，生徒の 「関心 ・意欲」は向上するとい

える。 しか しなが ら，「今後 さらにバイオテ

クノロジー分野の学習を深めたい」とい う問

いに対 して， 「深 めたい」 と回答 した生徒は

半数程度であ り，バイオテクノロジー分野の

スペシャリス ト育成においては，課題の残 る

結果となった。

　今年度は，科目 「動物 ・微生物バイオテク

ノロジー」の微生物バイオテクノロジー分野

における内容 「微生物の培養 と利用」の指導

計画，評価規準に基づき，遺伝子操作及び遺

伝子解析を取 り入れた学習活動を展開し，生

徒の学習の実現状況を的確に把握できる評価

方法を継続 して検討する。また，単元目標の

達成状況を分析 ・考察することによって，微

生物バイオテクノロジー分野のより効果的な

学習活動づ くりを検証する。

［調査研究の対象］

第 ３学年 科 目 「動物 ・微生物バイオテ クノロジー」

２　生徒の学習の実現状況と考察

　　平成18年 度は，単元 「有用微生物の単離と育

種 」において，遺伝子操作の実験を取 り入れた

学習活動を行った。遺伝子組換えによる微生物

育種の例 として，クラゲ中に存在する緑色蛍光

タンパク質の遺伝子を，大腸菌に導入す る実験

を行い，個々の生徒が，微生物の遺伝子組換え

方法を体験的に学ぶ授業を展開 した。

　　今年度は，単元 「微生物バイオテクノロジー

の基本操作」の学習内容に，遺伝子操作の基本

である 「ＤＮＡの電気泳動」 「ＰＣＲ （ＤＮＡ

の増幅）」及び 「シーケンサーによる塩基配列

の分析」を取 り入れた授業を展開した。

ＤＮＡの電気泳動 とＰＣＲ実験

－189－



　 図 １～ ３は， 「関心 ・意欲 ・態度」 「知識 ・理

解 」の観点 において， 生徒が各学習の 自己評価

を行 った結果で ある。図 １， ２に見 られ るよ う

に ７割 以上 の生徒 が， 「おお むね関心 を持 って

意欲的 に実験 に取 り組み， 学習 内容 も理解で き

た」 と回答 してお り，遺伝子操作 な どの先進的

な内容 を実験 を通 して体験的 に学習す るこ とに

よ り，生徒の 「関心 ・意欲 ・態度 」は向上す る

とい える。 また，昨年 の課題 であった 「学習 の

深化 」 （図 ３今 後 さらにバイ オテ クノ ロジー分

野の学習 を深 めたい） にお いても， 昨年 の結果

（図 ４） と比較 して 「深 めたい」 と回答 した生

徒が ６割 に達 してお り，今後 が期待 され る。

＜生徒の自己評価による検証結果＞

図 １　 　　 関心・意欲

低 い→高 い

図２　　　　 理解

低い→高い

図 ３
　学習の深化

深 めたいと思う→

図４　 昨年度の調査結果

学習の深化

深めたいと思う→

　 作成 した評価 規準， 評価方法 に基づいて，生

徒 の学習の実現状況 をＡ （十分 に満足），Ｂ （お

おむね満 足），Ｃ （努 力を要す る）で評価 した。

調 査対象 とな る学年 ・学科の生徒数が11名 と少

な く，十分なデ ー タとはい えない点 もあるが，

各単元にお ける実現状況は，Ａまたは Ｂに該 当

す る生徒が，関心 ・思考 ・知識の ３観点 におい

て ７～ ８割 に達 し， Ｃ評価の生徒 は ２～ ３割程

度で あった。特に，微 生物培養や遺伝子操作等

の実験 を取 り入れた単元の 「関心 ・意欲 ・態度」

においては ８割以上 の生徒が， Ａまた はＢに該

当 してお り，実験 を通 して の体験的 な学習 の効

果 は高い といえ る。 その反面 ， 「技能 ・表 現 」

につ いての評価は，やや低い数値 とな り，無菌

操作や ピペ ッテ ィング等 の技術 は，反復練習 を

繰 り返 し行い，習得 させ る必要 がある。

３　 評価方法に関する研究成果

　（1）遺伝子操作を取 り入れた単元の内容 と評価

　　規準及び評価方法

単元 「有用微生物の単離と育種」の評価規準と評価方法
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　 単元 「微 生物バイオテ クノロジーの基本操 作 （遺伝子操作）」

の評価規準 と評価方法

（2）調査研究に使用 した評価方法

①　観察法

　　 実験を伴 う授業で，個々の生徒の評価を

適切に行 うには，ティームティーチング等，

複数の指導者で行い，評価の観点及び評価

基準を明確にする必要がある。

②　テス ト法，質問紙法

　　 評価規準に基づいて，定期考査，小テス

ト及びワークシー トを作成 した。技能につ

いては実技テス トを実施する。

③　作品法

生徒作品 （カ ビを純粋分離 ・培養し た巨大コロ ニー）

純 粋培養 できなか った作 品　 マ イクロ ピペ ッ トの実 技テス ト

４　 成果の普及と今後の展望

　　本調査 ・研究を通 して，遺伝子操作等を取 り

入れた授業は，生徒のバイオテクノロジー分野

への興味 ・関心を効果的に高めることが分かっ

た。今後は，校内研修，広島県教育研究会農業

部会等で普及を図るとともに，微生物の純粋分

離 ・培養か ら遺伝子操作による同定までの連続

した内容とするなど，継続的に授業内容の改善

に取 り組み，より多 くの生徒がバイオテクノロ

ジー分野のスペシャリス トを目指そ うとする態

度をはぐくんでいきたい。
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