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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，北海道北空知地区に位置 し，この地

　域では唯一，理数科を設置している。本校では，

　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，学力向上の推進を図るため，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」における 「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 （高

等学校学力向上アッププロジェク ト）」におけ

　る 「Scienceプ ロジェク ト」推進協力校の指定

　を受け，学力等実態調査や生徒による授業評価

　を通じた授業改善，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 （7名）

　　普通科においては，物理 Ⅰを ２年理型に選択

科 目として3単 位設定している。また，理数科

　においては，理数物理を２年及び３年に３単位

ずつ設定 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」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，観点別評価の４観点を，生徒が

　 学習内容を理解するまでに必要な４つのプロ

セスとしてとらえ， 「内容のまとま りごとの

　 評価規準」及び 「単元の評価規準」を見直す

　 必要があると考えてきた。

　　　このため，平成18年 度の調査研究において

　 は，科 目 「物理 Ⅰ」の大項目 「運動とエネル

ギー」の項目 「運動の法則」における 「単元

　 の評価規準」を見直すことをねらいとして本

　 調査研究を実施 した。特に， 「関心 ・意欲 ・

態度」，「思考 ・判断」の評価規準の見直 しに

　 焦点化 して研究するとともに，評価において

　 は，観点別評価の４観点に偏 りが生 じないよ

う，バランスに配慮 した評価について研究を

　 進めた。

　　 また， 「関心 ・意欲 ・態度」などの情意面

や 「思考力 ・判断力」を適切に把握するため，

　 ペーパーテス トやワークシー トの工夫 ・改善

　 に取 り組むとともに，授業や発表会における

　 生徒観察による評価，実験 レポー トの評価，

　 生徒による自己評価 ・相互評価など多元的な

評価方法の工夫 ・改善に努めてきた。

　　 以上の状況を踏まえ，平成19年度において

は，「関心 ・意欲 ・態度」及び 「思考 ・判断」

　 における具体的な評価項 目をより明確なもの

とし，授業における評価を効率よく行 うこと
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　 ができるよう研究を進めるとともに，ワーク

　 シー トの効果的な活用や，日常の評価を生か

　　した指導方法の改善に取り組んだ。

　 ［調査研究の対象］

第３学年　理科「物理Ⅰ」

２　児童生徒の学習の実現状況と考察

　（1）実験について

　　 今年度の調査研究は，普通科の生徒を対象

として行っている。昨年度対象とした理数科

の生徒 と比較すると，普通科の生徒のワーク

　　シー トや レポー トは，データ処理や考察の記

述内容が表面的なものにとどまるものが多か

った。このことか ら，普通科の生徒の 「思考

・判断」を高めるには，普通科の生徒の実態

を踏まえた評価規準の設定が必要であると考

えた。

　　 そのため， 「思考 ・判断」の評価規準を，

これまでの 「グラフか ら力と運動の関係を判

　 断 し，関係式を作る」か ら，「グラフの座標

軸や 目盛 りを自分で判断 して設定 し，測定 し

　 たデータをグラフ上に打点することができ

　 る」及び 「実験で作成 した（v-t）グラフの傾

きから加速度 を求めることができる」とした。

　　 また，実験に当たっては，普通科の生徒も，

理数科の生徒 と同様， ほぼ全員が熱心に取 り

　 組んでいた。また， 「運動の法則」の実験で

　 は，全員が休み時間内に物理教室に移動を完

了してチャイムが鳴 る前からレポー トの板書

　 事項を書き写すなど，非常に前向きに取 り組

む姿勢が見られるとともに， レポー トの感想

　にも意欲的な内容のものが多かった。

（2）グラフ指導について

　　方眼用紙にグラフを描 くことは，座標軸や

　 目盛を自分で設定する必要があるため，思考

　力や判断力が必要になる。特に，座標軸や 目

　盛 りなどがあらか じめ与えられた用紙でグラ

フを描 くことしか経験 していなかった生徒に

　とっては，難 しい作業だったと思われる。

　　 1回 目の実験で提出されたグラフから，生

　徒がグラフ作成についての理解が十分ではな

いことが判明したため， グラフの評価の際に

　は，グラフを赤ペ ンで修正した上，適切な指

導を記述 し，返却 した。実験 ごとにこのこと

　を繰 り返すことによって，生徒はグラフを方

眼用紙に適切に描 くことができるようになっ

　た。

　　この取組を通 して，生徒の理解の状況や到

達度をその都度教師が把握 し，適切に指導す

ることによって，生徒の思考力や判断力を高

めることができることが明確になった。

（3）小テス トについて

　　生徒の理解の度合いを把握するために小テ

ス トを活用 した。小テス トは，事前に予備問

題を示 しておき，その類似問題によって実施

した。正解に到達 しなくても，努力 した成果

や意欲が見られた生徒の解答を高く評価でき

るよう工夫した。具体的には，与えられた式

に，条件から適切な数値を代入することがで

きるなど公式の意味を理解 しているかどうか

や，運動方程式を活用 して適切な式が書けて

いるかどうかについて，それぞれ どの段階ま

で書けているかを見て 「関心 ・意欲 ・態度」

　として評価 した。数値計算の速度が遅い生徒

や，計算 ミスを起 こしてしまった生徒 も，自

分が正 しい考え方に基づいて解答 しようとし

ていることが適切に評価 されたことにより，

自信をつけることができた。

　　この取組を通 じて，生徒の努力の過程を評

価 し認めることが，次の努力を促すことにな
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　　ることが明確になった。

３　 評価方法に関する研究成果

　 授業においては，学習内容のつながりを重視

し，次の方針のもとに実践 した。

　　・各時間の授業の目的を明確にする。

　　・簡単な内容から始め， 日常の現象の説明を

目標にして段階的に発展 させる。

　　・毎時の授業内容が次の授業につながるよう

に意識 して授業を行い，生徒にも必要に応

じて説明の中で意識 させる。

　　・等加速度運動を常に意識 させる。

　　・授業の説明事項の中で，実験で確かめられ

るものについては，可能な限 り生徒実験 を

　　 行 う。

　 特に，物体の運動の授業における学習内容を

次のように系統的に組み立て，授業では，説明

　した内容を実験で確かめる形で進めていった。

　 ①　最 も簡単な運動 として，水平方向の等速

直線運動について説明する。

　 ② 次に，速度が規則的に増加する等加速度

運動について説明す る。

　 ③　等加速度運動の日常生活での代表例が自

由落下運動であることを説明する。

　 ④　記録タイマーを用いた落下運動の生徒実

験を行い，実験結果をもとに自分で作成 し

た（v-t）グラフから， 自由落下運動が等加

速度運動であることを確認する。

　 ⑤ 自由落下は物体に働 く力が一定の場合で

あることを踏まえ，次の段階として，働 く

力の大きさが変わる場合の物体の運動につ

いて説明する。

　 ⑥　台車と記録タイマーを用いた生徒実験を

行い，運動の法則を確認する。

（1）評価の生徒へのフィー ドバックについて

評価 を生徒 にその都度フィー ドバックする

と，生徒にとって学習の指針が明確になるの

　 で 「関心 ・意欲 ・態度」が高まることが明確

　 になった。

　　（v-t）グラフの作成においては，次のよう

に進めた。

　　① 教科書の自由落下運動の実験写真をも

とにして，予め設定してある座標軸上に

（v-t）グラフをプロッ トさせ る。

　　②　同じ内容について方眼用紙に，座標軸，

目盛などを自分で設定させてグラフを描

かせて，提出させる。

　　③ 提出したグラフを評価 し，修正を加え

て返却する。

　　④ 自由落下運動の生徒実験のレポー トにお

いて，実験結果をもとに（v-t）グラフを

作成させる。

　　⑤　グラフを評価 し，修正を加 えて返却す

る。

　　⑥ 台車と記録タイマーを用いた生徒実験

のレポー トにおいて，実験結果をもとに

（v-t）グラフを作成 させる。

　　⑦ 評価を行 う。

　　評価を行い、その結果を生徒にフィー ドバ

ックすることを繰 り返すことで，生徒はより

真剣に取 り組む ように変容 していった。 この

　ことは，授業後のアンケー トの結果からも，

グラフの描き方 と分析についての理解が深ま

り，生徒が自信をもってきたことが うかがえ

　る。

（2）生徒の変容について

　 最初は，座標軸の取 り方が理解できなくて，

グラフの直線をフリーハン ドで描いていた生

徒も， １回 目のフィー ドバ ックで定規を使 う

　ようになり，２回 目のフィー ドバ ックで（v-t）

グラフの直線の傾きから加速度の値を適切に

求めるなど，グラフについての理解を深める

　ことができた。また，初期の小テス トでは学

習内容の理解が不十分でも，2回 目のフィー

ドバ ックで家庭学習を行 うようになり，授業

の理解が深まるとともに授業への意欲の向上

が見 られ，小テス トの成績もクラスの中位 に

向上 した例も見 られた。
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　　　ほとんどの生徒が １回 目のフィー ドバック

　　により，グラフの座標軸の取 り方やグラフが

　　示すことの意味等について理解することがで

　　き，2回 目の提出の際には全員が座標軸を適

　　切に設定するなど，大 きな変容が見 られた。

　（3）評価の時期について

　　　実験レポー トによる 「関心 ・意欲 ・態度」

　　の評価 と，その後に実施 した試験の成績には，

　　必ずしも相関関係が成 り立たないことが分か

　　った。観点別評価は，生徒のその時点の学習

　　能力を断定的に評価す るものではなく，「生

　　徒が向上するためのきっかけづ くり」 として

　　 「評価を生徒に提示する」と考えた方が適切

　　であると考えられる。

　（4）評価規準の適切な設定

　　 試験では正解に到達 していなければ評価さ

　　れないことが多い。 しかし，観点別評価にお

　　いて評価規準を適切に設定することで，理解

　　に至るまでの過程を各段階で評価す ることが

　　可能になる。この結果，努力の過程を適切に

　　評価 された生徒は，それが励みになって， さ

　　らに努力を重ね，学習内容の確実な理解に一

　 層近づ くと考えられる。

４　 成果の普及 と今後の展望

　　２年間の研究により，評価方法の工夫 ・改善

　を図ることができたが，課題もまだ残っている。

　　当初，観点別評価の４観点を 「生徒が理解に

至るまでの４つのプロセス」とみなしていた。

　 「４観点によって，生徒の理解が どの段階に到

達 しているのかを測定できるもの」との仮説の

　もとに，評価を試みようとした。例えば，各プ

　ロセスに到達 しているかどうかを確認する質問

項 目を用意 した り，試験の解答か らどのプロセ

スまで達 しているかを調べようとした。しか し，

学習に対する到達度を測定することは極めて困

難であることが分かった。

　 評価の難 しさは，大きく２点ある。第 １は，

評価の目的が，現時点では授業者によって異な

ることである。これについては，評価の研究が

進むことで， 「学習への意欲を高め，理解 を深

めることにつながる評価」に収斂 していくと思

われる。本研究では， ４観点による評価は生徒

の学習段階に応 じて，生徒の学習活動を援助す

るためのものであるべきだとい う考え方に基づ

き，進めている。

　 第 ２は，学習単元毎に絶対的な評価の物差 し

がなく，扱 う題材が同一でも，授業者や生徒の

実態により学習のねらいや到達すべき目標が異

な り，それぞれに評価規準やより具体的な基準

が必要 となることである。これは，校内外の教

員で評価についての研究を継続 し，生徒の実態

を踏まえて適切に設定することで解決 していこ

うと考えている。

　一方で，生徒が学習する過程において，適切

な段階で適切な評価を行い，生徒にフィー ドバ

ックすることで，生徒の学習意欲を高め，学力

の向上につながることが分かってきた。

　評価は，生徒の実態に即応 して授業をどのよ

うに展開 してい くのか， とい う 「授業のプロセ

ス」の一環として活用することができる。つま

り，評価は，生徒が向上するための 「生徒への

働きかけの一形式」と考えると扱いやすくなる

と思われる。

　今後は， これまでの研究成果を踏まえ，生徒

の学習状況を適切に評価することを通 して教師

が生徒に一方的に教え込む授業から生徒が主体

的に活動す る授業へと転換 し，指導と評価の一

層の充実を図るとともに，他の単元についても

評価規準の再検討や評価を活用 した指導方法の

改善についての研究を継続 したい。

　本研究の成果については，今後，教科内はも

とより本校の校内研修会において報告 し，検証

するとともに，各種研究会等の機会を活用 した

り，本校のWebペ ージにも掲載するなどして，

積極的に発信 していきたいと考えている。
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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 ：阿部重紀

所 在 地： 愛知 県豊 田市若林東町 中外根1－1

電話番号 ：0565-53-1011

Ⅰ　 研究指定校の概要

1　 学校 ・地域の特色及び実態

　 本校は， トヨタ自動車の本社をはじめ自動車

関連企業が多 くある 「車の町」 として全国に名

を馳せている豊田市南部の田園地帯に，地域の

強い要望によって昭和55年 に創立され，本年28

年 目を迎えた全 日制普通科高校である。生徒は，

概 して素直で真面目であるが， 自分の意見や考

えを前面に出すことがあま りなく，周囲の状況

に合わせ る者が多い。 こうした中，本校 は，文

武両道をモッ トーに， 「全力」を校訓として掲

げ，何事にも積極的に取 り組む姿勢を重視 し，

日々授業を大切にすることに重点をおいた指導

を展開 している。

　 近年，生徒の学習意欲に低下傾向が見 られ，

中学校ではほ とんど定着 していない家庭学習の

習慣 をいかに身に付けさせるかが，最も大きな

課題である。担任は，毎日，生活記録を提出さ

せてチェック し，面談の機会を多くもつなど，

進路意識 とともに生徒の学習に対する意識を高

める工夫をしている。

　 本研究に際しても，家庭で授業の復習や演習

を増や したり，定期考査に対する取組を充実 さ

せたりすることが課題である。以前 とは異なり，

考査前にポイン トを事細かに整理 し指示 しても

準備が不十分で，結果が教員側の意図どお りに

ならないことが多くなっている。化学に対する

興味 ・関心も以前の生徒と比較すると低くなっ

てお り，自然現象に対 しての 「なぜ ？」，「どう

して ？」とい う感覚が乏しい。

2　 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

教員52名 （7名 ）

※研究対象の教科に関する科目の開設状況

２年次 ：化学 Ⅰ （３単位）

３年次 ：化学 Ⅱ （４単位）

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を実現するため

の授業展開の研究

　（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］

　　ア　化学 とその役割について，次の ３点を理

解 させたうえで授業を実施 し，化学に対す

る関心 ・意欲 ・態度の向上及び各項 目にお

ける導入の工夫を行い結果を考察する。

　　　・身の回 りにある化学の成果

　　　・学問としての化学の特徴

　　　・化学物質 （有害）の管理の必要性

　　　 平成18年 度は，化学の導入には，化学が

身近な学問であ り，その成果がいかに我々

の生活を支えているかとい う認識をもたせ

ることが重要であると考えて取 り組んだ。

　　　 その結果，導入期における生徒の学習に

対す る関心や意欲 を引き出す ことができ

た。

　　　　しか し，その後，各項 目の学習が終了す

るごとに調査 した ところ，「化学 とその役

割」の内容に触れた直後の化学に対する生

徒の意欲が持続 していないとい う結果が出

た。

　　　 そこで，導入期の指導だけではなく，毎

時間の授業で生徒 の関心 ・意欲 を引き出

し，年間を通 して意欲的に取 り組ませ る方

法を工夫することを平成19年 度のねらいと
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　　 した。

　 イ　 学習指導要領に記 された 目標や内容，及

び内容の取扱いに沿った授業を実施 し，目

標を実現するための方法を考察する。

　　　 平成18年 度は，学習指導要領に示 された

指導順序に沿って 「酸 ・塩基」 と 「酸化 ・

還元」の内容について触れずに 「無機物質

・有機化合物」を取 り扱った。平成19年 度

は，授業を効率よく実施するためには，事

　　 前に 「酸 ・塩基」や 「酸化 ・還元」の基本

的内容に触れておくべきであると考え，「酸

・塩基」と 「酸化 ・還元」の内容を精選 し

て取 り扱ってから，「無機物質 ・有機化合

物」の内容に入 る授業方法を試みることと

した。

　 ウ　化学Ⅱの選択項 目である 「生活と物質」

　　 と 「生命 と物質」の両方を扱 う場合の留意

点を検討 し，指導方法を工夫する。

　　　 平成18年 度は， 「生活 と物質」 と 「生命

と物質」の両方の項 目を連続 して展開 した

が，生徒には，二つの項 目を明確に区別 し

なかったため混乱を招き，事項を羅列する

だけの取扱いになって しまった。

　　　 そこで，平成19年 度は，特に重複する内

容については， どちらの項 目に該当するの

かを明確にしながら展開し，食品の化学か

ら代謝， タンパク質の合成へと前後の内容

の関連性に留意 して指導することとした。

［調査研究の対象］

第2学 年　科 目名 ：化学 Ｉ

第3学 年　科 目名 ：化学Ⅱ

２　 生徒の学 習の実現状 況と考察

（1）化学の役割 について，従来 よ りも多 くの時

間をかけて扱 った ことに よる成果 を検証す る

ため， ２年 生 （27回生）， ３年生 （26回生 ）

を対象 として 「化学に関す るア ンケー ト」を

実施 した。

　この結果 に基づ き分析す る と， 「化学 とそ

の役割」を学習 した直後 の ２年生の ５月 には，

化学 に対す る生徒 の意欲 は高 くなってい る。

しか し，平成18年 度 は， 日常生活 と結び付 け

に くい化学反応式 ・物質量 ・量的 な関係等 の

学習 内容 において，その意欲 を持続 させ るこ

とができなかった。 この ことか ら，授業 ごと

に，化学 と生活や 人類 の発展 との関連 を図 り

なが ら， 「化学 を学ぶ意義 」 を理解 させ る工

夫が必要 であ ることが分 かった。

　これ を受 けて平成19年 度 の調査研 究では，

導入の部分だ けで な く，ふだんの授業の展開

の 中で常 に 「化学 の成果」 とともに 「化学 を

学ぶ意義」 に触れ ，化学へ の関心 ・意欲 をよ

り高 める工夫 を した。

　 そ の結果 ，今年 の ２年生 （27回生） の ７月

のアンケー トでは，昨年度 の同時期 と比較 し

て「化学 が生 活に身近にかかわっている」，「人

類 の発展 に強 くかかわってい る」 とい う肯定
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　的な意見をもつ生徒の割合が多 くな り，化学

に対する関心 ・意欲を持続させることができ

　た と考えられる。

　　また，現 ３年生 （26回生）は，学習が進む

につれて化学を身近に感 じ，化学の成果につ

いて肯定的な意見を強くもつ生徒の割合が大

幅に増加 している。

　　これ も，授業ごとに 「化学の成果」や 「化

学を学ぶ意義」について触れてきた成果であ

ると考えられる。

　　化学 と実社会 ・実生活の関連付けを通 して

化学への関心を高めることが，化学に対す る

　学習意欲を高め，主体的な学習習慣を確立さ

せ るために重要であることは，言 うまでもな

い。そのためには，化学 Ⅰの導入 としての 「化

学とその役割」を取 り扱 うことはもとよ り，

ふだんの授業展開の中で 「化学の成果」を意

識 させ，化学という科 目を学ぶ意義を理解 さ

せることが非常に大切である。

（2）平成18年 度の調査研究では，学習指導要領

に示 された指導順序に沿って， 「酸 ・塩基」

と 「酸化 ・還元」の学習の前に 「無機物質 ・

有機化合物」の授業を展開 したが， 「酸 ・塩

基」と 「酸化 ・還元」についての基礎知識が

全くないまま 「無機物質」の性質を扱 うこと

は，困難であった。酸性 ・塩基性や酸化 ・還

元作用を重要な性質としてもつ物質について

は，反応を理解 させ るための説明を特別に加

えたが，生徒の理解は深まらなかった。

　　そ こで，平成19年 度の調査研究では， 「酸

・塩基」 と 「酸化 ・還元」の基本的な内容を

精選 して取 り扱ってか ら，「無機物質 ・有機

化合物」の内容に入った。

　 その結果，授業効率や生徒の学習効果が上

がった。このことは，定期考査の酸化 ・還元

作用にかかわる物質の性質を問 う設問におい

て，昨年度に比べて得点率が上昇 したことに

も表れている。やは り 「酸 ・塩基」と 「酸化

・還元」の基本的な内容を精選 して取 り扱っ

　てか ら，「無機物質 ・有機化合物」の内容に

入ることが物質の性質を総合的に理解するた

めには必要不可欠である。また，「酸 ・塩基」

と 「酸化 ・還元」の基本的な内容を取 り扱 っ

　たあと，「無機物質 ・有機化合物」，「酸 ・塩

　基」と 「酸化 ・還元」の順に展開することに

より，原子の構造，化学結合 と結晶の性質，

　化学反応 と量的関係などを復習する機会が多

くな り，化学の基礎知識が不足している生徒

　にとっては，既習事項を学習 し直す良い機会

　となった。この指導は，内容を日常生活に関

　連付けることを可能 とし，今後の化学の学習

に対するモチベーションを高めるための一方

策である。また， この指導により，化学の学

習が人間生活を豊かにすることにつながるこ

　とを生徒に示すことができ，生徒の進路選択

のための動機付けにもな り，「なぜ化学を学

ぶ必要があるのか」とい う生徒の疑問に対す

る答えを示す授業にすることが可能 となると

考える。

（3）　 「生活 と物質」 と 「生命 と物質」の２項 目

をどう関連付けながら指導するのが効果的で

あるのかについて検討 し，２項 目を連続 して

展開 した。

　　平成18年 度は， 「生活 と物質」 と 「生命 と

物質」の項目を明確 に区別 しなかったので，

生徒の学習において混乱を招き，羅列的な扱

いになってしまった。

　　これを受けて平成19年 度は，特に重複す る

内容について， どちらに該当するものなのか

を明確 にす るために教材に工夫を加え， 「食

品の化学」から糖 ・脂質 ・タンパク質→酵素

→食品の保存→核酸→代謝→医薬品→肥料→

繊維→材料の順で行った。 この展開にすると

生徒 には 「生活 と物質」 と 「生命 と物質 （下

線部の項 目）」の項 目の区別が付けやすい。

また，食品としてのタンパク質の内容か ら代

謝 とエネルギー， タンパク質の合成へと連続

性をもって展開 したため，生活 と生命を関連
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　 付けて話すことができ，生徒の興味 ・関心を

　 一層高めることができた。

　　 項 目としては 「生活 と物質」 と 「生命 と物

　 質」の二つに分けられているが，医薬品 ・肥

　 料 も生活 と密接にかかわっているものであ

　　り，また食品は生命にかかわるものである。

　　内容を関連付けなが ら指導するのが効果的で

　　あると考える。

　　 理型では，「化学」と 「物理」を履修 し，「生

　 物」を履修 していない生徒が多い。こうした

　 生徒の中に，「生命 と物質」を学んだことに

　　より生物分野への興味をもち，生命工学科な

　　どへの進学を希望す る者が現れた。 「生活 と

　 物質」を選択するとい う学校 も多いと聞 くが，

　 進路選択の幅を広げるためにも，基礎知識 と

　　して両項目を学習す ることが望ましいと考え

　　る。

3　 評価方法に関する研究成果

　（1）評価方法

　 ① 授業記録用紙 ：「関心 ・意欲 ・態度」

　　②　定期考査 ：主に 「思考 ・判断」，「知識

　　　・理解」

　　③ レポー ト：「関心 ・意欲 ・態度」

　（2）評価方法の工夫改善とその効果

　　①　授業記録用紙に授業内容に対し興味 ・

　　　関心のあることを記述 させ ることに より

　　　 「関心 ・意欲 ・態度」の評価を試みた。

　　　　具体的には，授業前に 「本 日の授業内容」

　　　について知っていること，更に知 りたいこ

　　　と等を記入 させ，授業を行 う。授業終了時

　　　に授業で新たに知ったこと，授業内容で興

　　　味 ・関心をもてたこと， 自己評価，本時の

　　　ポイン トを記入 させた。更に，小項 目が終

　　　了した時点で，感想や 日常生活 との関連な

　　　ど今まで以上に興味をもったことや 自分で

　　　調べた ことをまとめて提出させ，「関心 ・

　　　意欲 ・態度」の評価を試みた。

　　　　この記録用紙への記述を通 して，生徒の

　　　化学の学習に対する目的意識を喚起するこ

　 とができ，授業のポイン トを明確に意識 さ

　せることができた。結果 として，生徒の意

　欲が高まり，授業に対する姿勢が変化 した。

　　 この授業記録用紙を開始 した当初は，用

　紙の記入に時間がかかり授業進度に影響 し

　たが，用紙の改善と生徒の慣れにより要領

　を得たため，現在は うまく機能す るように

　なった。 「関心 ・意欲 ・態度」の評価をす

　 る方法の一つ としては有効であると考えて

　いる。

② 定期考査を作問す るにあたって，どの観

　点で評価する問題 とす るかを明確に し，そ

　の観点を問題に明記した。観点別の点数の

　集計は，答案返却後，考査の振 り返 りとし

　て行わせ，考査に対する反省材料の一つと

　 した。観点は，「思考 ・判断」と 「知識 ・

　理解」を重視 したが，「関心 ・意欲 ・態度」

　 と 「観察 ・実験の技能 ・表現」について評

　価する問題も取 り入れた。 「関心 ・意欲 ・

　態度」については，授業内容を振 り返って

　記述させた り，授業では扱わなかった内容

　 を自主学習でどこまで理解を深めてきたか

　 を問 う問題 を出題す ることによ り評価 し

　た。また，「観察 ・実験の技能 ・表現」に

　ついては，実際の実験中に起きたことを題

　材にした問題によ り評価 した。

　　観点別の点数の集計を定期考査の振 り返

　 りとして実施 した際の生徒の反応は，観点

　別の評価を見て 「知識 ・理解はよかったが

　 思考 ・判断が悪かった」とか 「関心 ・意欲

　 ・態度の点数が低い」など，十分に反省材

　 料としている様子が うかがわれた。次の学

　 習活動につ なげ させ るかが課題ではある

　 が，一つの試み としては効果があった。

③　平成18年 度は，長期休業中に， 日常生活

　 と化学の関連で，各自興味をもっている事

　 項について調べ，レポー トとして提出させ，

　 「関心 ・意欲 ・態度」を観点 として評価 し

　 た。 レポー トに自分の意見を書いている生
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　　　徒，図に工夫がある生徒，多角的に物事を

　　　調べている生徒には 「Ａ」，イ ンターネ ッ

　　　 トや本で調べただけの生徒には 「Ｂ」とい

　　　う評価を付けた。 しかし，レポー トの書き

　　　方を指導 していなかったため，考察を記述

　　　しない生徒が多 く見られた。

　　　　これを改善するために平成19年 度の調査

　　 研究においては，事前にレポー トの書き方

　　　を指導 した。この指導により調べた事項を

　　 振 り返 り，考察や感想を述べることができ

　　　るようになった。 レポー ト作成に当たって

　　　は， レポー トの項 目として物質に関する疑

　　　問点，疑問に対する答え，生活とのかかわ

　　　り，考察 ・感想 を書くように指示 した。こ

　　　のことが，実際の生活と化学の結び付きを

　　　より強く意識 させ ることにつながったと考

　　　える。

4　 今後の展望

　（1）　 「化学とその役割」の扱いについて

　　 化学の導入の部分で，化学が身近な学問で

　　あ り，その成果が我々の生活を支えているこ

　　とを認識 させるとともに，それを授業ごとに

　 意識 させる指導をすることが重要である。ま

　 た，このような指導が学習に対する関心や意

　 欲を引き出すことに大きくつながることが分

　 かった。今後も，生徒の学ぶ意欲を高めるた

　　めの さらなる効果的な指導方法 を探求 した

　 い。

　　 また，化学とい う科 目が生活に身近にかか

　 わっているとい う意識 をもたせるために，実

　 施 した レポー ト課題は，次年度以降も続けて

　 いくべきであると考える。その際，調べたこ

　　とに関する意見をもつことを生徒に意識 させ

　 たい。

　（2）化学 Ⅰの指導順序について

　　 今回の調査研究結果より，「酸 ・塩基」と

　　 「酸化 ・還元」の基本的な内容を精選 して指

　 導してから 「無機物質」や 「有機化合物」を

　 扱 うとい う展開が学習指導要領に定められた

　目標の実現に有効であることが分かった。今

　後は，理論化学での基本的な内容を学ばせた

　上で 「無機物質」と 「有機化合物」を化学 Ⅰ

　の早い段階で展開し，より化学が身近な科 目

　であることを理解 させた うえで，理論化学の

詳細を学習 させたい。やはり，この項 目にお

　いても 「化学の成果 ・役割」についての意識

　付けは重要である。

（3）化学 Ⅱの選択項 目の扱いについて

　　 「生活 と物質」 と 「生命 と物質」の両方の

項 目を連続 して展開 し，学習 させた方が化学

　的な視野が広 くなり，今後の学習に役立つ。

　これか らも時間の許す限 り両方の項 目を連続

　して展開 していきたい。

（4）評価方法について

　　本研究調査において，当初は評価に要する

小テス ト，授業記録，授業プ リン トなどを多

　く用いて提出させたため，評価に要す る時間

が多くな り，授業進度が遅れてしまった。評

価活動が 「評価のための評価」に終始してし

まっては授業改善 に対す る効果が期待でき

ず，本末転倒である。今後 も，評価計画 ・評

価規準を見直 し，効率よく生徒を評価す る工

夫をしたい。

　 授業記録を用いて 「関心 ・意欲 ・態度」の

評価を実施 したが，要領を得てきたとはいえ，

授業中に時間をとらないと記入できない者も

お り，課題が残っている。毎時間記入 させる

ことで，「関心 ・意欲 ・態度」の評価だけで

なく，生徒の理解度も上がると考えられるの

で今後更に工夫 していきたい。

　 調べ学習 としての レポー ト課題についても

化学が身近な学問であることを理解 させ，意

識付けするために今後 も実施 し，「関心 ・意

欲 ・態度」の評価に使用する予定である。ま

た，「化学 とその役割」の項 目を学習 して間

もない時期に実施すること， レポー トには調

べたことに対する自分の意見を記述させるこ

　とが重要であると考える。
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添付資料 化学に関するアンケート結果

質問１　化学は私たちの生活に身近にかかわっている。

質問２　化学は人類の発展に強くかかわっている。
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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 ： 山﨑 俊介

所 在 地 ： 佐 賀県佐 賀市天祐2丁 目6番1号

電話番 号 ：0952-26-3211

Ⅰ　 研究指定校の概要

1　 学校 ・地域の特色及び実態

　 昭和38年 開校以来培われてきた自主．自律の

校風のもとに，九州で数少ない芸術 コースをも

ち，平成19年 度全国高等学校野球選手権大会優

勝など質の高い文武両道 を目指す活気ある学校

である。

　 平成8年 度か ら 「単位制」を導入 し，可能な

限 り希望する教科 ・科 目の選択ができるカ リキ

ュラムを編成す ることで，生徒の個性の伸長を

図 りつつ，主体的 ・自主性を尊重 し，希望進路

の達成 を支援す る。

　 平成15～17年 度全国的かつ総合的な学力調

査の実施に係る研究指定校事業において，単元

ごとの評価規準を作成 し，四観点に基づいて評

価を行っている。今年度は，「関心 ・意欲 ・態度」

の観点に絞って評価 を行つた。具体的に，現在

用いている授業記録 を工夫改善し，生徒に毎時

間記録 させることにより，生徒の自然事象に関

す る 「関心 ・意欲 ・態度」についての評価の精

度 を高めていく。また，本校においても観点別

評価 を紹介 していくうえで，生物 ・地学につい

ては観点別評価を導入 し他の先生方への普及を

行ってい く。

2　 学校 の概要 （平成18年5月1日 現在）

　　　　　　　　　　　　　　 教員数　61名

※研究対象の教科に関する科 目の開設状況

　 ・全 日制普通科

　 2年 次 ；文系クラス　 3単 位 （生物Ⅰ ．地学Ⅰ）

　　　　　理系クラス　 4単 位 （生物Ⅰ ）

　 3年 次 ；文系クラス　 3単 位 （生物Ⅰ ・地学Ⅰ）

　　　　　理系クラス　 4単 位 （生物 Ⅱ）

　 ・全 日制普通科芸術 コース

　 2年 次 ；芸術クラス　 2単 位 （生物Ⅰ ・地学Ⅰ）

　 3年 次 ；芸術クラス　 2単 位 （生物Ⅰ ）

II　研究の内容及び成果

1　 調査研究について

　(1)研 究主題

　　　授業記録 を用いた 「関心 ・意欲 ・態度」の

　　評価法の工夫改善

　(2)調 査研究のねらい と対象

　　　 ［調査研究のね らい］

　　　　 本研究に先立ち，平成15～17年 度全国

　　　　的かつ総合的な学力調査の実施に係 る研

　　　 究指定校事業において，観点別評価の評

　　　 価計画 と評価規準を作成 し，実際に評価

　　　　を行 っていった。その中で，同 じ研究指

　　　 定を受けている学校の先生方 との協議の

　　　　中で，生徒の自然事象に関す る 「関心 ・

　　　 意欲 ・態度」の観点については，評価が

　　　 行いにくい現状が見えてきた。本校にお

　　　 いても，授業記録 （図1） を用いて評価

　　　　を行っていたが，生徒の 「関心 ・意欲 ・

　　　 態度」の観点の評価については， うまく

－80－



評価出来ていなかった。

　　　　　　　　　 図1

　　　　 そこで，本研究において 「関心 ・意欲 ・

　　　 態度」の観点に絞 り，授業記録 をさらに

　　　 工夫改善 し，生徒の 自然事象に関する「関

　　　 心 ・意欲 ・態度」について評価の精度を

　　　 高め，実際に評価を行 うこととした。

　　　 ［調査研究の対象］

　　　 ①生物 Ⅰ

　　　　　 全範囲において，授業記録を用いて

　　　　 評価を行っていった。特に，「生殖細胞

　　　　 の形成 と受精」分野で変化がみられた。

　　　 ②地学 Ⅰ

　　　　　 全範囲において，授業記録を用いて

　　　　 評価を行っていった。特に，「地球の歴

　　　　 史」分野で変化がみ られた。

2　 児童生徒の学習の実現状況と考察

　(1)生 物の 「生殖細胞の形成 と受精」分野の 「関

　　 心 ・意欲 ・態度」について

　　　 「生殖細胞の形成 と受精」の分野について

　　は，生殖法，減数分裂，動物の生殖， 植物の

　　生殖の分野に分かれているが，内容について

　　は生命の神秘のことであり，興味関心を喚起

　　しやすい内容に思われるが，実際，授業を展

　　開 してみると知識の羅列にな りが ちであ り，

　　平成18年 度では， 「関心 ・意欲 ・態度」の観

点については，評価 「Ａ」の生徒があま り多

くなかった。（図2）

　それを受け，今回授業の展開において身近

な内容，例 えばヒトの生殖に関する内容 を授

業の中で話題 として取 り入れるために，私 自

身がインターネ ットを用いて授業前に教材研

究を行って授業にのぞんだ り，デ ィジタル コ

ンテンツを用いて授業を展開することで興味

関心を喚起できるような内容を，授業の中で

紹介 しながら展開していった。

　特 に，減数分裂の分野で配偶子の分かれ方

の授業で2nの 細胞か ら2n種 類の配偶子が

つ くられる （組換えが起こらない場合）を考

える中で， 生徒にヒ トの場合 （2n＝46）

で理論上何種類の配偶子がつ くられるかを計

算させた。

　 この授業記録では， 自分の存在について考

えている記述，すごい確率で 自分が誕生 した

ことを考える記述及び違った配偶子が受精 し

た らどうなっていたなどの記述を書いている

生徒が多 く，身近な内容を授業で取 り入れる

ことで， 自分 とのことを関連づけて考える生

徒が増えるなど興味関心を喚起でき有効な手

段であると考える。

　　　 ＜生殖細胞の形成 と受精 ＞

　　　　　　　　 ．図2

（2）地学の 「地球の歴史」分野の 「関心 ・意欲 ・

　態度」について

　　 「地球の歴史」分野は 「地球史の読み方」，

　 「地球 と生命の進化」の小項 目か ら成る。「関

　心 ・意欲 ・態度」は，単元ごとよりも小項 目

　ごとのほうが細かな変容が捉えられると考え

　たので，昨年度から小項 目ごとに評価を行っ

　てきた。
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　実現状況 として，「地球と生命の進化」につ

いて考察をす る。評価は，これまで通 り 「授

業記録」を用いて行った。評価の方法につい

ては，次の，「3　評価方法に関す る研究成果」

で説明す る。

　まず，「地球と生命の進化」の授業に入 る前

に， 「生命の進化」 とい うキーワー ドを与え，

それについて知っていることを自由に書かせ

た。 キーワー ド内容 は昨年度 と同じである。

また，授業の展開方法は昨年度 とほぼ同じに

した。そ して，授業後に同 じキーワー ドにつ

いて再度書かせた。ただ，昨年度 と大きく異

なった ところは，「授業記録」を提出させた後，

できる限 りはや く返却 した ところである。そ

の際，新たに知ったことを箇条書きや単語で

書いた生徒に対 しては，指導を加え，文章で

表現することや新たに生まれた疑問点などが

ないかなどの指示 も与えた。

　その結果， 授業前のキーワー ドに関す る知

識内容については，昨年度 と今年度 とで大き

な違いはなかった。 しか し，今年度は，授業

記録 を回収 した後は，速やかに評価を行い，

その後す ぐ返却 し，生徒に書き方の指示を行

っていったことで，授業後のキーワー ドは改

善 された。昨年度までは知識を書 くだけに留

まっていたものが，今年度は知識や， そこか

ら生まれた新たな疑問等を文章表現できるよ

うになった。（図3）

　 「授業記録」を見ると，今年のほ うが昨年

度 よりも，意欲や関心が高まるような授業が

できた と感 じられ るが，授業の形式はほとん

ど変えていない。にもかかわらず， このよう

に感 じられ るとい うことは，生徒が得た知識

を上手 く引き出す ことができたと考えられる

のではないだろうか。

＜地球 と生命の進化＞

　　　　　　　　　　 図3

3　 評価方法に関する研究成果

　（1）評価方法

　　　平成15～17年 度全国的かつ総合的な学力

　 調査の実施に係る研究指定校事業において，

　　 「関心 ・意欲 ・態度」の観点における評価に

　　ついては図1に 示 したような 「授業記録」を

　　用いて行 っていった。 しか し，い くつかの問

　 題点があげ られた。まず， 予習内容や復習内

　 容を書き込むなど生徒の負担が多 く，習慣化

　　できない生徒が多 く見られたこと。また，1

　　週間に1枚 （週3時 間のため）のペースで記

　 録 していくため，莫大な量を評価す ることと

　　なり，教員側の負担 も大きかった。そのため，

　 研究中で何度かの改訂 を行っていった。

　　 今回の研究においては，「関心 ・意欲 ・態度」

　　の評価 を中心に研究す るために，図4の よう

　　な 「改良型授業記録シー ト」 として授業記録

　　を改良 した。具体的には，評価は単元毎に行

　　うため，記録用紙を単元で1枚 におさまるよ

　　うにした。次に，新たにキーワー ドについて

　　書 くことで単元の前後で知識をまとめること

　　ができ興味関心を喚起できるようにした。ま

　　た，生徒が記入する欄 も簡略化す ることで習

　 慣化ができるように した。

　　　図4に 示 した 「改良型授業記録シー ト」を

　 用いて実際に単元毎に評価を行っていった。
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図4

(2)評 価方法の工夫改善 とその効果

　　授業記録 を用いた評価については，単元前の

　キーワー ド，毎授業後の記録，単元終了後のキ

ーワー ド及び単元の感想に分かれてお り，実際

　に生徒に記入させた。

①単元前のキーワー ド

　　単元の授業に入る前に，その単元で重要な用

語を1～3語 選び生徒 に示す。その用語につい

　て，知っていることや聞いたことがあることを

記録 していく。また， 知 らない ことや初めて聞

　いた用語については空欄 にしておく。 （図5）

　　これを記述することにより，この単元で何を

学習す るのか，また， どのような内容を学習す

　るのかの見通 しを生徒は立てることができ，こ

れからの学習にスムーズに入っていけると考え

　る。また，授業を進めてい く中で， このキーワ

ー ドが出てきた ときに生徒は，初めて聞く用語

ではないので，授業への取組状況に変化が見 ら

れ るようになった。

　教員側も生徒が記入 しているときに単元の内

容の概略を話すことで， こらからの学習につい

ての興味関心を喚起できると考える。また，授

業でその単語が出てきたときに，キーワー ドで

出したことを話す ことで，生徒の意識を変化 さ

せ る授業を展開できるようになった と感 じる。

図5
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②毎授業後の記録について

　毎授業終了後，その授業中に自分が考えた

ことや感 じたことを素直に記入するようにし

た （図6） 。 しか し，この記録を始めた頃は，

授業の内容 とは関係 のないこと等を記入する

生徒が多 く見 られた。そのため，授業記録を

書 く前に，授業の内容について書いてい くこ

とを伝 えるた り，よく書けている生徒の内容

を紹介 した り，返却す るときに下線を引いた

り，コメン トを入れることで徐々に生徒側も，

どういったことを書けばいいのかを理解 し，

「関心 ・意欲 ・態度」の評価に用い られるよ

うになった。章た， ４月当初は授業を５分前

後早 く終了 し，授業記録を書く時間を与え，

習慣化する必要性がある。 しか し，習慣化す

れば生徒の方か らきちんと記録 をしてい くよ

うになる。この記録により，「関心 ・意欲 ・態

度」の観点については十分評価に用いること

ができると考える。

　評価計画 と評価規準については毎時間の計

画 と規準をたて， 単元で ２～ ３ヶ所，評価す

る箇所を決めて評価 してきたが， この記録用

紙1枚 で，「関心 ・意欲 ・態度」の観点につい

ては全て評価でき，簡便化を図ることもでき

る。

　　　　　　　　　図6

③単元終了後のキーワー ド

　単元終了後， 単元前に示 したキーワー ドに

ついて授業で得た知識 を文章で表現す る。生

徒はこれを記述することで，単元の内容を振

り返ることができるので，知識の整理 と理解

度のチェックができる。加えて， 自分が学ん

だことを文章で表現することが出来るように

なる。（図7）

図7
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④単元の感想

　 単元の授業終了後，生徒が授業を受けた感

想や興味を感 じたことなどを自由に記述 させ

る。 （図8）

昨年度は，単元で学んだことについての感

想 を書くにとどまる生徒が多かったが，今年

度は単元を学んだことで新たに生まれた疑問

点などを書く生徒 も見 られるようになった。

　 また， この感想を見ることで単元の各授業

で興味関心をどれだけ喚起できたかがわか り，

これからの授業改善に役立つ と考えられる。

　　　　　　　　　 図8

4　 成果の普及と今後の展望

　　来年度から佐賀県でも観点別評価完全実施 と

なる。そのため本校で も，プロジェク トチーム

　を編成 し来年度に向けて実施の準備に取 りかか

　っている。

　　その中で，本研究で研究 した内容を提供 し他

の教科にも普及を してい く。また，佐賀県の他

校からの問い合わせや， 各種研究大会での発表

な どで， この内容について提供 し普及をしてい

　く予定である。

　 今後の展望 として， この研究を行ってい く上

でいくつかの問題点があげられる。まず， 単元

毎の評価 と従来行っている学期毎の評価 との関

係 をどうするか。具体的に，単元の終了 と学期

の終了が一致 していないことがあげ られる。次

　に，Ａ，　Ｂ，　Ｃの評価 と従来の100点 満点の評

点 との関係 をどのよ うに してい くかである。 こ

れから普及 をしていく上で，これ らの問題を解

決できるように工夫 していきたい。
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