
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

２　学 校 の概要 （平 成19年ll月1日 現在 ）

校 長 名 ：木 村 　 寛

所 在 地 ：秋 田県男鹿市船川港南平沢字大

畑台42

電話番号:0185-23-2321

教員 数42名 （23名）

Ｉ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　 本校は、平成16年4月 に旧秋田県立海洋技

術高等学校 （水産科） と旧秋田県立男鹿高等学

校 （普通科）が学校統合により誕生 した普通科

と水産科 （海洋環境科 ・海洋科学科）を併せ も

つ総合制高校である。

　 本校が位置す る男鹿市は 「なまはげの里」 と

して有名な観光地であり,県 の魚 「ハタハタ」

の産地としても有名である。また、船川港は天

然の良港 として日本海北部の水産業並びに海運

業の要 となっている。

　 海洋環境科では海洋環境教育やダイ ビングを

中心に漁業や船舶に関す る学習を行っている。

　 海洋科学科では食品製造や情報通信に関する

学習を行っている。また,海 洋科学科では男鹿

市商工会館 「オガルベ」内にチャレンジショッ

プをオープンし,実 習製品であるかまぼこやサ

バ水煮缶詰の販売実習を行っている。販売 日に

は行列ができるほどで,地 域の活性化に一役買

っている。また、３年次には約１か月間の 「現

場実習」を実施 している。

　科 目 「海洋環境」は海洋環境科の1～3年 生

でそれぞれ２単位ずつ履修 している。

　科 目 「水産流通」は海洋科学科の２,３ 年生

の食品系科 目選択者 （２年生18名,３ 年生21

名）がそれぞれ２単位ずつ履修 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

　 海洋環境の変化 と環境保全の重要性を

理解 させるための効果的な指導内容及び

指導方法の研究

（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］

　 秋田県沿岸では海洋環境の変化のために,

県の魚である 「ハタハタ」の資源が減少 し，

その回復のために様々な研究や取組がなされ

た。その結果，一時71ト ンまで減少 した漁

獲量が平成16年 には3,000ト ンを超えるま

で資源が回復 した。

　科 目 「課題研究」と連携 し，人工藻場等の

漁場造成技術について調査研究を行い，その

基礎的な事項を学習 し，海洋環境に対する関

心を高め，環境保全の重要性を理解 させる。
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［調査研究の対象］

第３ 学年　科 目 「海洋環境」

２　 児童生徒の学習状況と考察

（l）学習状況の概要

　 今年度は,教 務部を中心に評価規準を含む

年間指導計画の見直しから取 り組んでみた。

生徒の授業への取 り組む姿勢を向上させるた

めには,無 理な計画ではなく,生 徒の実態に

即した進度で行 うことが最 も重要 と考え,授

業アンケー トを実施 し学力の把握に努めた。

（2）今年の取組

①　授業改善に関す る研究

　 本調査研究内容は,生 徒にとっては興味

が薄いと思われ る対象内容 と考えている。

そのため授業を進めていく上で常に関心を

もつ ことができるようプレゼ ンテーション

を使用し,図 や写真を多用した授業展開を

試みた。 さらに,一 方的な授業にならない

よう,ま た思考判断ができるようにあらか

じめクラス全体を10班 の小グループに編

成 し,課 題を与えて討論 させ,レ ポー トを

提出させた。課題には 「秋田県沿岸海域保

全基本計画」を活用して作成 した。

　 その結果,生 徒が予想以上の反応を示 し

てくれたこと,ま た自分の考えやグループ

としての意見を高校生の視点で的確にまと

めあげる力をもっていることを確認できた

ことは大きな成果であった。

②　外部との連携

　 今年度から科目 「課題研究」の研究テー

マに漁場造成技術や環境改善技術に関する

課題を設定して本格的に取 り組んでみた。

６つのテーマを掲げ,そ の うち日本海にお

けるホタテ養殖筏の設置方法の開発や天然

岩ガキのブラン ド化を,秋 田県農林水産技

術センター水産振興センターの養殖地の一

部を借用し,情 報の共有を図 りながら共同

開発に取 り組むことができた。その途中結

果を生徒が授業の中で発表 し,興 味 ・関心

を引き出す ことができた。また,プ ロダイ

バーによる講演を実施 し，男鹿半島の生物

の理解に努め，講演 後にはアンケー ト調査

を実施 した。

③　教科 との連携

　 科 目 「課題研究」を中心に，科 目 「マ リ

ンスポーツ」や科 目 「海洋工学」における

藻場や水質 ・海底の調査を実施 した。その

調査結果を，関連する項 目の中でデータと

して示 し，授業を展開 した。

④　その他

-233-



ア　考査問題の精選 と評価

　前年度の中間報告で考査問題が知識 ・

理解 に偏 り過ぎているとい う指摘を受け

ている。今年度はその反省を踏まえ,前

期中間は前年度とほぼ同等の考査問題を

作成 し,ま ず学力 の把握に努めた。前

期期末考査にお いては,「 思考 ・判断」

・「技能 ・表現」に重点をおき,生 徒の

考える力を育成するために記述式問題を

出題 した。

　その際,評 価方法として観点別項 目を

作成,そ れを点数化 し,授 業における「関

心 ・意欲 ・態度」をプラス し成績点 とし

た。

イ　 「技能 ・表現」の研究

　科目 「課題研究」の結果をクラス代表

者が,水 産系高校生徒課題研究発表東北

地区大会及び秋田県産業教育フェアで発

表 した。その研究成果は校内外から多大

な好評を得た。

　これにより生徒の新 しい発想 ・表現力

のすば らしさを再確認することができ

た。

３　今後の取組 と課題

（1）今後の取組

　 ①　プレゼンテーションによる授業展開の継

続

　 プレゼンテー ションを使用 した授業展開

は板書形式より効率的に授業を進めること

ができ，また，図や写真等の資料を豊富に

取 り入れることができた。今後はプレゼン

テーションを使用 した授業の展開とその技

術の充実を図 りたい。

　 ②　課題研究の継続

　 今後の水産 ・海洋系高校のあるべ き姿

は，海洋を総合的に利用できる生徒の育成

と考えている。１ つの専門性にとらわれる

ことなく，「思考 ・判断」ができるような

あらゆる分野に関する知識が必要 となる。

　 そのためさまざまな分野を対象 とした課

題研究のテーマを設定することにより，自

分のテーマ以外の発表を聞き，他の知識を

得 ることにより海洋環境に対する関心を高

めることができるものと考えている。

（2）課題

　 本調査が研究対象 としている内容は専門外

の教員が指導す るには難 しい内容である。そ

のため，広く浅く指導 しているのが現状であ

る。生徒の進路 も多種多様であるため，本教

科書も含め，基礎的科 目と専門性を問 う科 目

の区別が必要と思われる。

　 具体的には，水産基礎 Ｉは生産か ら流通ま

での全体像，水産基礎Ⅱは実技 （ダイ ビングな

ど）内容 とす る。新たに海洋を総合的な視点で

とらえた 「海洋総合」 （海洋環境第 １・２章な

ど）など教科書の大幅な改訂が必要と考える。

その上で，「課題研究」を展開していくことが，

今後の水産教育のあるべき姿ではないかと思

われる。
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資料　 １

平 成19年 度 学 力 の把 握 に 関す る研 究 指 定 校 （高 等 学 校 ）

教 科 名 ：水産

科 　 目 ：海洋環境

対象生徒 ：海洋環境科　第３ 学年　生徒数　37名 （欠席2名 ）

講演 「男鹿半島の生物 と水温 ・水深の関係」

～　 １０月 ３１日の民間ダイバー による講演 （１回 目）のア ンケー ト調査か ら～

Ａ ：よく理解できた。　 Ｂ ：どちらか とい えば理解できた。

Ｃ ：どち らか といえば理解できなかった。　 Ｄ ：理解できなかった。
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資料　 ２

平 成19年 度 学 力 の把 握 に関 す る研 究指 定校 （高等 学 校 ）

教科名 ：水産　 科 目 ：海洋環境 　学 年 ：海洋環境科第 ３学年　生徒数 ：37名

調査事項 ：前期期末考査 より

問題:「 秋 田県沿岸海岸保全基本計画 について、各 グループで話 し合った結果を参考に、自分の意見を述べなさい。」

Ａ ：３項 目について理解 している。　 Ｂ ：２項 目について理解 している。　 Ｃ ：１項 目または全 く理解 していない

－
2
3
6
－



資料　３

平成19年 度学力の把握に関する研究指定校 （高等学校）

教科名 ：水産　　 科　 目 ：課題研究　　学　年 ：海洋環境科第３ 学年　生徒数 ：37名

研究テーマ

①貝殻 とコンク リー ト人工漁礁 の海藻の移植
② 日本海 （暖流海域）にお けるホタテ養殖 の筏 の設置方法の開発

③杉の葉 と竹の葉を用いた磯やけ海域での人工産卵場 の造成

④ムラサキイガイの有効な利用法　～ムラサキイガイの水煮 （シーフー ドカレー用）～

⑤油清浄機 の遠心分離を応用 したムラサキイガイの殻 と身の分離機の作製
⑥炭 を応用 した海水 の浄化 と海藻の着底基盤 の研究

調査事項 ：生徒課題研究発表 よ り
　　　　　テーマ　蘇れ ！男鹿の海　第Ⅰ 報　～継続は炭の力な り～

　　各 グループ ごとの レポー トより抜粋

［第 １班 ］
　・短期間でこれほ どまでデータとして現れるとは思わなかった。
　・漁師さん達も魚が 「獲れ ない」ではなく、根本的な原 因を考 え、その対策を してほ しい と思った。

　 サザエが獲れないといっている割 には、観 光客を受け入れて しま う秋 田県。 「コマセ」禁止 の看板
が立っているのにそをえを使用 しているのに誰 も注意を しない。 どこか矛盾 しているよ うな気がす

る。授業で県北 と青森県の境 には巡回指導員がい ることを聞いた。男鹿半島にもいる らしいが、組

織 として機能 しているとは思えない。
［第 ２班］
　・湖 を埋め立てて大規模な工事を行 い、莫大な金額 を費や して本当に大潟村をつ くる必要性 があった

のだろ うか。 今は減反で田んぼや畑に雑草が生 えている状況 にな り新たな被害が出ている。

［第３ 班］　
・陸地からはわからないことも実際に海 に入ってみ るとわか ることがた くさんある。

　・八郎湖の水質か らきれ いにす る努力が必要である。
　・微生物の働きで浄化 され るすなわち 自然 の力は大 きいと感 じた。

［第 ４班］
　・炭に浄化作用があることは何 となくわかっていたが、直接海に入れ る発想がおも しろい。
　・八郎湖か らの放水はニュースで知っていたが、海 に影響があることは知 らなかった。県民は知って
いるのだ ろうか。

　・農薬な どで汚染 された八郎湖の水 を放水す るのは良くない と思った。何でも海 に流せばいい とい う

考え方が許せない。
　・八郎湖に炭を入れた らどうだろ うか。

［第 ５班］
　・実際に潜った ときは赤潮で泥 には気づかなかったが、八郎湖の泥が堆積 しているとはじめて知った。

　・炭を浄化だけではな く、魚礁 のとして利用することも考 えたとは驚 いた。
　・この研 究が実 を結び、県民が少 しで も海の環境について意識するようになれ ばよい と思った。

［第 ６班］
　・海には 「シケ」が必要だ とい うことを初めて知 った。　
・八郎湖の水質改善が優先であ り、私たちに何ができるか考えさせ られた。

［第 ７班］　
・八郎湖の泥が実験海域まで流れて くることを知 り、海流の流れの強 さを感 じた。 この影響でワカメ

に泥が付着 し、出荷できないことは問題である。 この状況を漁師さん達はどうとらえているのだろ

うか。また、県はこのことを把握 しているのだろ うか疑問に感 じた。 わかっていて放水 していると

すれば、責任 は誰にあるのだろ うか。

［第 ８班］　
・八郎湖 の汚染 された水 を海へ放流 した ことは無責任ではないか。授業で海 には自然の浄化能力があ

ると聞いたが、毎年 １億 トンの水を ３年 も放流 して海 に影響がない とい うことを誰がいったのだろ

うか。それ を許可 した県は責任 をとれ るのか。
　・もっともっ と知識を深 めていきたい。

［第9班 ］

　・冬の 「シケ」がワカメの生長 に大 きく関係 していること初 めて知った。また、赤潮 の発生原因 とな
ることにも驚いた。

　・陸か ら見た感 じと実際に潜って見た透明度の感 じが大きく違 うと思った。

　・八郎湖 に炭や炭素繊維を利用 してまずは水質改善を行 ってみてはどうだろ うか。

［第10班 ］
　・微生物 の力やプランク トンの増殖力がすごい と思いま した。
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水産流通について

1　 調査研究について

（1）研究主題

　水産物の流通システムを理解させ るための

効果的な指導内容及び指導方法の研究

（2）調査研究のね らいと対象

［調査研究のねらい］

① （関心 ・意欲 ・態度），（思考 ・判 断），（技

能 ・表現），（知識 ・理解） の4観 点で評価

を行 う。

②　各観 点の評価 か ら， 生徒 の学力把握 を行

う。

③　 チ ャレンジシ ョ ップの学習 内容 につい

て， 科 目 「水産 流通」の中で評価 を行 う。

［調査研究の対象］

第 ２学年　科目「水産流通」

第３学年　科目「水産流通」

２　 児童生徒の学習の実現状況と考察

　（1）平成18年 度の学習状況の概要

　①　生徒の取組

　２年生はワークシー トや小テス トなど，

一人一人が行 う課題等は良く取 り組むが，

課題などを用いず， 考えさせる授業の時
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は,授 業に関係ある話か ら私語に移 るな

ど,集 中力が途切れて しま う場面 もあつ

た。生徒の興味 ・関心を引きつけ，集 中

力を持続 させ るため，教師による十分な

教材研究や授業展開を改善 した。

　３年生は２ 年次か ら引き続き履修 した

科 目で， どのようなスタイルの授業でも

良く取 り組んだ。2年 次 での学習内容 を

理解 し，現場実習やアルバイ トの経験を

積極的に発表する生徒 もいた。 さらに，

マーケティングの製品計画での学習では，

新製品の案を出 した り，その流通経路を

考えた りす るなど，2年 次か らの学習内

容を踏まえ， 自分たちの考えを発表す る

ことができた。

②　チャレンジシ ョップの取組

　男鹿市商工会館 「オガルベ」の一画を

借 り，平成18年9月 にチャレンジシ ョッ

プを開店 した。海洋科学科2，3年 生は，

実習製品であるかまぼこやサバ水煮缶詰

を販売し，生徒たちは食品衛生か ら接客

の仕方まで，毎回よく学習 した。地域の

方に，本校をよりよく知 られるようにな

ったことも大きな成果であった。しかし，

科目 「総合実習」の中で行っていること，

「水産流通」を選択 していない生徒も学

習 していることか ら，本年度はチャレン

ジショップの取 り組みについて評価 をす

ることができず，今後の研究課題 とした。

（2）平成19年 度の学習状況の概要

①　生徒の取組

　今年度か ら，授業の始めに教師が本時

の目標 を掲げ，授業を展開す るよ うに し

た。 これは全校で行つている取組で，水

産流通に限 らず生徒は目標を達成 しよう

と授業に臨んでいた。

　３年生の取組は，生徒が一人ずつ行 う

インターネット等を利用 した調べ学習や，

それをもとに した レポー ト作成等， 課題

をこなす形式で授業を展開 した方が，真

剣 に取 り組む生徒の姿が多く見 られた。

さらに， 自宅学習で レポー ト作成や調べ

学習をする生徒が増えるなど， 目的意識

をもち，学習する姿が見られた。 このこ

とか ら，生徒が主体 となる授業を行った

方が， 知識や理解は深まるのではないか

と考えられる。

②　生徒による授業評価の実施

　 生徒個人の取組に対する評価3項 目，

授 業に対する評価8項 目について4段 階

（A～D） で評価を行わせた。結果 は，

ほ とんどの項 目でBが 多 く，授業の内容

や教師の熱意が生徒に概ね伝わってい るの

ではないかと考えられる。 しか し，予習 ・

復習 をする生徒が少ない，授業の進行速度

に不満があるなど，改善すべき点 も見い出

された。授業評価を適宜行 うことにより，

授業改善を行った。

③　3年 生現場実習との連携

　食品加工会社や地元スーパーで現場実習

を行ったことから，実習先で扱っている商

品の仕入れ先，販売先， 注意 していること

等を調査 させた。授業で商品の流通につい

て学ばせると共に、実習終了後にレポー ト

作成，発表会を実施 した。

　実習中は熱心に作業に励む生徒の姿が多

数見ることができた。また，現場実習を終

えて生徒が進路選択をする時，現場実習を

判断基準にしている生徒が多かった。

④　チャレンジショップの学習活動

　海洋科学科2，3年 生による学習で，昨

年度か ら引き続いてどの生徒 も積極的に学

習している。科 目 「総合実習」の中での学

習であるが，接客態度や食品衛生について

の事前 ・事後指導を行い，評価を行ったと

ころ，生徒たちは反省点を生かして改善す

るようになった。特に，挨拶や衛生面はと
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ても良く改善されている。

　また，販売製品であるサバ水煮缶詰 ・か

まぼこは生徒たちの実習製品であり，生徒

たちは生産から販売まで学習 していること

になる。3年 生の授業で扱 う第5章 「水産

物のマーケティング」で，市場調査や商品

管理，販売活動等， チャレンジショップの

学習内容を振 り返えさせると共に，今後の

チャレンジショップの活動の在 り方を考え

させた。

3　 評価方法に関する研究成果

（1）観 点別評価 につ いて

① （技能 ・表現）の評価 について

　授業の中で作成 したレポー トを発表する

時間を作り，発表態度を評価 した。3年 生

の授業では，マーケティングの製品計画の

学習で，新製品の案を出したり，その流通

経路を考えたりするなど，2年 次か らの学

習内容を踏まえ， 自分たちの考えをレポー

トにまとめ，発表することができた。科目

「水産流通」は実際に流通活動を行 う機会

がなく，技能を身に付けさせることが難 し

い科 目で，座学では表現について評価 し、

発表態度を身に付けさせた。

②　 （思考 ・判断） の評価 につ いて

　３ 年生 のテ ス トで， 教科書， ノー ト， レ

ポー トの持 ち込み を許 可 し， テス トを実施

した。問題 では， 解答部分 を見付 けてい る

か， 要点 をま とめて解答 しているかの評価

を試み た。テス ト中， 生徒 たちは真剣な表

情 で取 り組み， 熱心 に問題 を解いていた。

平均点75．8点， 最高点92点， 最低 点51

点 で，80点 以上が28．1％，79～65点 が

42．9％，64～51点 が19．0％ で あった。知

識 ・理解 を求 めるテス トよ り高得点 を取っ

た生徒が多かった。

　 一方で， 知識 ・理解 を求 めるテス トで，

いつ も高得点 を取 る生徒が50点 台の得 点

しかできなかった。 この生徒は思考 ・判断

が苦手であることが分かった。また，逆に

いつも赤点ギ リギ リの点数を取っている生

徒がきちん と要点をま とめ，80点 以上の

得点をした。持ち込みを許可 したテス トは，

思考 ・判断を評価するために好材料となっ

た。

③　その他

　授業の進め方や質疑応答の仕方により，2

観点以上の評価 をすることができた。具体

的には，生徒の思考 ・判断を評価する発問

をすると，生徒には適切な知識 ・理解 も必

要であった。また，知識 ・理解 を確かめる

発問をした時には，生徒の積極的な態度や

表現も見ることが可能であり，このことか

ら，lつ の観点だけではなく，2つ の観点

を評価 した時もあった。

（2）チャ レンジシ ョップの取組

　評価項 目を作 り，2・3年 生について接客

態度， レジ打ちの仕方，食品衛生面，服装等

を評価 した。事前指導を行つたこと，3年 生

は現場実習で包装の技術を身に付けたこと，

回を重ねる度に経験が生かされていることか

ら評価は良かった。生徒たちは反省点を生か

し，改善 しようとよく努力していた。また，

第5章 「水産物のマーケティング」の部分の

学習材料にし，水産流通の 〈技能 ・表現〉 と

しても評価を行った。

4　 成果の普及と今後の展望

　（1) 評価規準や評価方法の見直 し

　生徒による授業評価や反省点から，評価規

準や評価方法を見直し，授業改善を図る。

（2）チャ レンジシ ョップの活動 の検討

　チ ャレンジシ ョップの活 動につ いて， 生徒

の活動状況、評価 についてま とめ、今後 の活

動について検討す る。

（3）秋 田県高等学校教育研究会水産部会
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　２年間の研究成果を秋田県高等学校教育研

究会水産部会等で発表 し，水産教育の指導法

や評価方法の改善の方向を検討する。

（4）全国の水産 ・海洋系高等学校に配布

　２年間の研究成果を報告書にまとめ，全国

の水産 ・海洋系高等学校に配布する。
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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 ： 林 　 克 久

所 在 地 ： 新 潟県糸魚 川市大 字能生3040番 地

電話番号 ：025-566-3155（ 代表）

Ⅰ　 研究指定校の概要

1　 学校 ・地域の特色及び実態

　 本校が立地する新潟県糸魚川市は，県の最西

端に位置し，北は日本海， 西は富山県，南は長

野県 と接する。

　 市のほぼ中央を流れる姫川に沿つて， 日本を

西南 日本 （ユーラシアプレー ト）と東北 日本 （北

アメリカプ レー ト）とに分断する糸魚川一静岡

構造線が縦断 している。 この地域一帯は，第三

紀層地滑 り地帯に属 し，地滑 り，がけ崩れ， 土

石流などの土砂災害が発生 しやすい地質，地形

となってい る。また，冬季風浪及び台風期の異

常波浪による海岸侵食が激 しく，海岸 と平行す

る一般国道8号 では，越波災害が毎年のように

発生 している自然災害多発地域である。海岸線

は全域が，国の 「海岸保全基本方針」により 「海

岸侵食対策事業区域」に指定されてお り，通年

に渡 り海岸工事が行われ，そのほとんどが人工

海岸 となっている。

　調査研究の対象である海洋工学科マ リン技術

コースでは，学校設定科 目 「海洋土木」及び科

目 「海洋環境」を中核 とし，補完として科 目「ダ

イ ビング」を配 し，地域の実態を踏まえた，水

産 ・海洋に関する専門教育を展開している。全

国水産高等学校長協会主催 「全国ダイ ビング技

能コンテス ト」では，本年度2年 ぶ り通算6回

目の優勝 （平成14年 から17年 の4連 覇を含む）

を果たすな ど，「ダイ ビング」に関する教育に

おいて実績を残 している。

２　 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

教員数　 36名 （21名 ）

　　　　※ （　）内は，指定を受けた教科担当の教員数

研究対 象で ある科 目 「海洋 環境」 は， 海 洋工

学科 マ リン技術 コース （2年 次 ：3単 位，3年

次 ：3単 位 ）のほか海 洋科学科栽培技術 コース

（2年 次 ：2単 位，3年 次2単 位 ）にて開設 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

　 「科 目　 海洋環境の効果的な授業を目指 し

て」
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（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］

　海洋や陸水の環境管理の意義を理解すると

ともに環境に対する興味 ・関心を高めるため

の効果的な授業を目指 して視聴覚器材を活用

した教科指導及び評価の在 り方を研究する。

　平成18年 度の成果と課題 を踏まえ，プレゼ

ンテーションの活用をより効果的にするため

に，写真 を大きくした り，アニメーションや

動画の活用を検証す るとともに，単元全体に

バランス良く各観点を配当し，各時限に2観

点程度の評価が行えるように簡略化 した評価

技術を見い出す。

［調査研究の対象］

第３学年（科目）海洋環境

２　 生徒の学習の実現状況 と考察

　プレゼンテーションを活用 し，教科書に掲載

されている図 ・表以外の視覚情報を多く提示す

ることで， 「視覚による効果」 として 「イメー

ジの持つ影響力」を発現 させ， 興味 ・関心を引

き出すことができた。動画を取 り入れた り，カ

ラー写真を大きく示すことで，ふだん見ること

のできない景観などの細部までのイメージを連

想 させ ることは大変効果的な指導方法であるこ

とが検証できた。

　 「関心 ・意欲 ・態度」に関す る実現状況は，

ほかに比べ高かったが， 「技能 ・表現」，「思考

・判断」，「知識 ・理解」に関 しては平均的な評

価が多く，今後これ らの観点の実現状況を高め

る指導方法の探求が必要である。

3　 評価方法に関する研究成果

　（1）検証 した評価方法

　 「単元 （題材）」の評価規準を さらに掘 り

下げ 「具体の学習内容 （活動）」の評価規準

を設定した。単元ごとに1観 点1～3項 目，

1単 元5～9項 目を各時限に2～3項 目ずつ

配当 （資料1） し評価を実施した。

　簡略化 した評価を行 うために，チェックシ

ー ト （資料2） に 「具体の学習内容 （活動）」

の評価規準を示 し，効率的に各時限の評価を

記入す る方法を用いた。

　各時限2～3項 目の評価を毎時限行 うこと

は，生徒の学習活動 をより掘 り下げて評価す

ることに効果があることが検証できた。反面，

作業量が多くな り教科担当者の負担が大きい

ことが課題 として見えてきた。

（2）今後 の取組

　教員の負担を軽減 し効率的に評価 を行 うに

は， 「評価規準を各観 点2項 目，計8項 目を

めどに設定す る。」，「評価項 目の配 当は，各

時限1項 目でも内容のまとまり全体を通 して

計画するならば十分に評価が可能である。」，

「学習活動の内容によっては，評価を行わな

い時限があっても良い。」とい う視点に立ち

次年度以降の実践に取 り組みたい。

4　 成果の普及 と今後の展望

　今年度，本事業の成果について，県の 「教科

等研究協議会」，「高等学校教育研究会」におい

て報告発表 を行った。また， 「日本海北部地区

水産教育研究大会」においては研究協議題とし

て取 り上げていただき活発な研究協議が行われ

た。今後 も各県の水産 ・海洋系専門高校 と情報

を共有 しながら，成果の普及に努めたい。
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（資料1）　 各時限の観点別評価項目
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（資料2）
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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 ： 入口 寛憲

所 在 地 ： 長崎県長崎市末石町157－1

電話番号 ：095-871-5675

Ⅰ　 研究指定校の概要

1　 学校 ・地域の特色及び実態

　本校は，前身が海洋科，食品流通科，水産増

殖科，機関科，情報通信科の5科 で構成 された

水産高校である。平成18年 度 より単位制の総合

学科 ・水産科を併設 した学校 となり，校名も「長

崎水産」か ら 「長崎鶴洋」へ と変更 した。

　 1・2年 生は，単位制の利点を生か し，学科

で指定する多 くの選択科 目から自分の進路に応

じて科 目を選択する。また，両学科が同時に受

講できる自由選択科 目も設置 し，既存の水産科

の施設設備 も有効に利用 し授業を行っている。

　３ 年生は，水産高校最後の入学生で，水産5

科の課程で学習 してお り，今回研究の対象 とな

る生徒 も海洋科と食品流通科の３年生である。

2　 学校 の概 要 （平成19年5月1日 現在 ）

　　　　　　　　教員数　 54名 （3名 ）

　教科 「水産」の科 目については，水産科1年

で 「水産基礎」 と 「水産情報技術」を履修 し，

水産科2年 は1年 次に選択 した類型に関する専

門科 目，3年 生はそれぞれの科の専門科 目を履

修する。

　研究対象の 「水産流通」については，海洋科

と食品流通科の3年 生が履修 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

　　　 「水産流通」の効果的な指導法

（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］

　水産物は，その商品特性から流通のシステ

ムが複雑である。 しか し，消費者の食に対す

る安全面への関心の高まりや流通技術の革新

に対応 しなければな らないのは他の食品と変

わらない。 これ らの状況に対応できるよう，

流通に対す る基礎的な知識 と技術を身に付け

させ，海洋科では海洋生産コースの生徒を対

象に水産後継者育成の視点から生産 と流通の

かかわりについて，食品流通科では水産流通

従事者育成の視点から，流通の各段階での仕

組みや具体的な活動などについて興味関心を

持たせ，理解 させるための効果的な指導方法

を研究する。

　18年度に作成 した評価の規準，評価方法，

学習指導計画案をもとに，具体的な評価の方

法や ワー クシー トの内容の見直 しなどを行

う。また，単元毎に4観 点評価を行 う場合の

評価結果の組合せや評価結果の重み付 けな

ど，科 目を担当 している教員が共通理解をも

って行えるよう研究する。
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［調査研 究の対象］

第3学 年海洋科　 「水産流通」

第3学 年食 品流通科　 「水産流通 」

第3学 年食品流通科 （選択履修） 「水産流通 」

２　 児童生徒の学習の実現状況と考察

　（1）児童生徒の学習状況

　　18年度は，教員 も生徒も観点別評価に不慣

れであったこともあ り，十分な評価ができな

かった り，授業形態に戸惑 う生徒 もみ られた。

　そこで，今年度は １学期最初の授業で，観点

別評価を行 うことや ワークシー トやノー トの

内容なども評価の対象 となることを十分に指

導 した。

　ワークシー トについては，適語を補充する

形式から，記述中心に変更した。記述法に戸

惑 う生徒もいたが，内容に関連す る資料を事

前に渡 し学習 させた り，授業中ではなく授業

後にまとめさせることで意識的に取 り組む姿

勢がみ られるようになった。また，ノー トに

ついては，昨年度から比較的丁寧にとってい

たが，板書事項を書写する生徒がほとんどで

自分たちが学習 しやすいように工夫 している

生徒は少なかった。今年度は，ノー トの使い

方について指導を加えたところ，板書事項以

外に教師の口頭説明や授業中の疑問をメモ し

た り，自分自身で分か りやすい表現に書き換

えた りする生徒が増えてきた。

　生徒に対する発問は，生徒個人の性格など

もあ り答 えがわかっていてもそれを的確に説

明できず戸惑っているように感 じられること

もあったが，できるだけ発問の難易度 に合わ

せて答える生徒を選んだ り，一問一答の発問

ではなく連鎖的に発問していくような形式や

流通の模擬的な場面を作 るなどして一人一役

で発表 させるなど生徒が発表 しやすい環境を

作ることで積極性がみられ るようになった。

　ほとんどの生徒が観点別評価を行 うための

授業の形態や流れに順応 していたが，なかに

は戸惑い順応できない生徒 もみ られた。 この

ようなことがないよう，学校全体 として観点

別評価を行い，生徒が戸惑わない環境づくり

が必要である。

（2）実習施設利用や産業現場見学の実施

　水産物流通の場合，普段 目にすることがほ

とん どなく，流通自体複雑 とい うことで， 日
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ごろの生活で目に見える事柄については，関

心 ・意欲が高く，態度も積極的になり授業も

進めやす く，評価も良くなる。反面， 目に見

えない部分や経験 したことのない事柄になる

と，関心 ・意欲が薄れ，授業態度もあま り良

くない場合がある。

　 このような場合，実際に現場を見せた り，

その場で就業 している方から講義してもらう

とい うのが効果的であった。本校は，大型 ・

小型の実習船，食品製造実習施設や増養殖実

習施設などがあり，これ らの施設を利用 し，

現場見学や民間講師事業を実施することで さ

らに効果をあげることができた。

　 この研究期間に，大型実習船での乗船実習

中に寄港 した魚市場での現場見学や講義，漁

船保険組合から講師を招いて海難事故や事故

処理の映像などを用いての講義 （図 １），流

通現場の見学と講義 （図 ２）など行ったが，

教科書の説明ではなかなか理解 しづらい内容

について直接 目で見て，担当者からの生の声

を聞くことで理解を深めることができると同

時に， レポー トにまとめさせ，発表 させるこ

とにより，生徒同士が互いに知識を広げ理解

を深めることにもつながった。

　これらの学習活動は，普段の学習環境か ら

離れることもあり，生徒が しっか りとした 目

的意識 を持って活動できるようにする必要が

ある。

図 １　 漁船保険組合から講師を招いての講義

図 ２　 流通現場の見学

　（3）科目間の連携

　 「水産流通」では，水産物の流通について

学習す るが，一般的な流通やその技術につい

ても学習す る。現代社会や簿記などと重複す

る部分もあり，食品流通科の生徒は前年度に

簿記を履修 していたため，各書類の名称や記

入方法などの基礎知識があ り，内容について

も理解 し易いようであった。

　これについては，重複する部分で各教科毎

に説明にぶれが出 ないよう科 目間の連携も重

要である。

３　評価方法に関する研究成果

　（1）観点別評価について

　 毎時間の授業で４観点を評価することは難

しく，評価のためだけの授業になってしまう

可能性があるため， １単元で４観点を評価す

るように した。 このことで，各時間の評価重

点が明確にな り，評価できる観点数 も2観 点

以下に絞 ることができた。また，ノー トの記

述法やワークシー トを工夫す ることで，それ

らを回収時に評価できるようになった。

　 「関心 ・意欲 ・態度」については，質疑応

答や生徒 の発言 を重点 に評価 しよ うとした

が，発言回数の不均衡や生徒の性格など難 し

い面があった。そのため，生徒にノー トやワ

ークシー トの記載方法を工夫させ
，授業の内
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容について自分なりの考えや疑問を記入でき

るようにし，その記述内容 と授業中の状況を

参考に評価することで効果的におこなえた。

　 「思考 ・判断」については，ワークシー ト

の利用を中心に評価を行った。昨年度は，適

語を補充するような形態であったが，今年度

は記述重視に変更 し，内容も事前学習 と授業

後の記述を比較できるようにしたり，生徒 自

身で文章化や図式化できるよ うな欄を作成す

るなどして，生徒が考え判断 したことが評価

できるようにした。

　 「技能 ・表現」については，この科 目にお

いて一番難 しい評価になった。調べ学習など

で調べた内容について的確に表現できている

か，模擬的な売買状況などを想定し，生徒に

役割を持たせ状況に応 じた対応ができるかな

ど行い評価 した。本来，流通技術をどの程度

身に付けたかとい う 「技能」を評価できれば

よいが技能を実践する機会が少なく，ワーク

シー トを中心とした 「表現」重視になって し

まった。今後，実習製品の販売などを通 して

評価できないかなど考えていく必要がある。

　 「知識 ・理解」については，ペーパーテス

トの評価に偏 りがちであるが，ワークシー ト

にメモ欄 を設けた り，単元ごとのま とめシー

トを作成 しそのなかでも 「知識 ・理解」につ

いて評価できるように した。また，定期考査

は，複数の単元を含むため，各単元別に評価

を分類するのに手間がかかる場合があり，考

査の作成についても工夫が必要であった。

　今回の研究では，観点別評価を観点毎にＡ

ＢＣの ３段階で行っている。昨年度は，同一

単元内の １観点を複数の評価方法によって評

価する場合，統一 した規準を持たず研究担当

者の判断で行った。今年度は，研究担当者間

で統一 した規準を設けて研究を行った。

　今回設定 した規準では， １観点を３つ以上

の評価方法で評価 した場合は，

・Ａの評価数が60％ 以上でＣの評価がない場

合はＡ

・Ａ とＢの評価 数が40％ 以上 の場合 は Ｂ

・上記以外 はＣ

と した。

　 ２つの評価方法で評価 した場合 は，

・Ａ ＡはＡ

・ＢＢはＢ

・Ａ ＣはＢ

・ＣＣはＣ

と したが， ＡＢや ＢＣの組合せ につ いては評

価 した内容 の重み付 けに よって研究担 当者 の

判断で評価す るよ うに した。

　例 えば，表 １にあるよ うに 「関心 ・意欲 ・

態度」 を教師 による観察 とノー トの評価方法

で評価 した場合，番号 ２， ５， ６の生 徒は上

記の規準 に当て はま らない。そ こで， ２つ の

評価方法の うち重点 を置 いたノー トの評価 を

重視 して評価す るよ うに した。

　内容のま とま りごとの評価 につ いて も，内

容 のま とま りのなかに含 まれ る単元 が複数 の

場合，単元 の規準 に沿 って評価す る。

表 １　 評 価 の例

（2）実習施設利用や産業現場見学の実施

　実習施設の利用や産業現場見学における評

価は， ４観点すべてにおいて評価することが

でき，効果的であった。

　しかし，これ らの学習活動は普段の学習環

境 と違 うため生徒が落ち着かなかった り，本

来の目的か ら外れ るといった状況がお こりや
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すい。そこで，特に，実施前に生徒 に課題を

与え，授業内容の確認や社会の現状などを調

査 させておき，生徒 自身が理解できていると

思っていることや分からないことを整理させ

て見学させた。このことで，疑問に思ったこ

とや自分の考えて違ったところなどを生徒が

自主的に質問 した りす る状況を作ることがで

きた。事後指導として，結果をレポー トにま

とめ発表 させ ることで，生徒同士が知識 を広

げ，理解 を深 めること結果となった。

今後も実施す るに当た り費用のかか らない

方法や講師招聘にかかる費用をどうするかな

ど検討が必要である。

４　成果の普及と今後の展望

（1）成果の普及

これまで校内研修を ３回実施 している。今

後は，長崎県高等学校教育研究会水産部会で

の研究発表や研究成果を冊子にまとめるなど

普及に努 めたい。

（2）今後の展望

　観点別評価をＡＢＣの ３段階で行 ったが，

評価の重み付けなどを考えるとＡとＣの評価

規準を細分化 して評価 を行 う方が効果的であ

るように思える。また，内容のまとまりごと

の評価や科目としての評価 をするとき，評価

結果の組合せや評価結果の重み付けなどをど

のように行 うかも重要になる。

　今回，観点別評価を通 して 「水産流通」の

効果的な指導法について研究を行ったが，研

究当初はどのように評価するか とい うことに

重点を置いて考えていた。 ２年 目となった今

年度は，昨年度の研究を踏まえ，評価するば

か りではなく，どのようにした ら生徒が各観

点 において高い評価を残せるかを考え工夫し

て授業を行 うことがで きる場面 も増 えて き

た。今後も関係機関な どとの連携や協力を深

めなが ら，評価法 ・指導 法を発展 させ たい。
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まとめシート　水産流通　「 第５章 」第１節　企業経営とマーケティング
」　 　 　 　 　 　 　 　 3F　 番 　氏名：

自己評価は以上です。今回の評価を振り返り、次回以降に生かしましょう ！

☆５段階の自己評価方法について

⑤ 優秀である④良好である③おおむ ね満足できる②不十分である①著しく不十分である
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