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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

　本校は昭和39年 に開校 し，昭和46年 に商業科

１学年 ８学級 となった。平成11年 に，産業社会

への変化に対応 した教育の推進 と将来のスペシ

ャリス トとなるための基礎的 ・基本的な知識 と

技術を持つ人材の育成を目指 し，流通経済科，

国際経済科，会計 ビジネス科，情報処理科の４

学科に学科を改編 し，現在に至っている。

　教育課程は， １学年で，基礎 ・基本の確実な

定着を図るため商業の基礎的科 目を設定 し， ２

学年及び ３学年で生徒の多様な進路希望に対応

するため，多くの選択科 目を設定 している。

２　学校の概要 （平成１９年５月１日現在）

教員数61名 （27名 ）

※科 目 「ビジネス基礎 」については， １学年全員が履修 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

　「コ ミュニケー シ ョン」に関す る学習の実

現状況の把握 と指導の改善

(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］

　昨年度の成果 と課題を踏まえ，指導内容と

評価の改善 ・充実を図るため，次の ３点をね

らい として調査研究を推進 した。

①　 コミュニケーション能力の育成について

効果的な指導を行 うため，指導内容につい

て更に検討するとともに，教材の改善 ・充

実を図る。

②　 状況に応 じて他者 と適切 にコミュニケー

シ ョンを図ることができるよう，ビジネス

の場面を想定したロールプ レーイングやケ

ーススタディなどの体験的な学習をより多

く取 り入れるなど，指導方法の改善 ・充実

を図る。

③　生徒の学習の実現状況をより適切に把握

できるよう，評価規準を見直す とともに，

評価に用いる確認テス トや レポー ト課題等

の改善 ・充実を図る。

［調査研究の対象］

第 １学年 教科 「商業」 科目 「ビジネス基礎」

２　児童生徒の学習の実現状況 と考察

(1)　単元 「コ ミュニケーシ ョンの重要性 」

　本単元 におい ては，「ビジネ スを円滑に行 う

た めの コ ミュニ ケー シ ョンの 必要性 と重要

性」 に1単 位時間 を配 当 して指導 した。

指導 に当た っては， コ ミュニケー シ ョン と

は どの よ うなものか， コミュニケー シ ョンを

成立 させ るた めには どの ような ことに留意 し
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なけれ ばな らないか な どについて理解 させ る

ように した。

　学習の実現状況 については，次に示す グラ

フの とお りであった。

単 元 「コ ミュニ ケーシ ョンの重要性 」

①　 「関心 ・意欲 ．態度」

　96％ の生徒が， コ ミュニケーシ ョンに関

して身に付 けたい内容 と身に付 けたい理 由

について，確認 テス トの解答 に具体的に記

述 してい るな ど，多 くの生徒 が コ ミュニケ

ーシ ョンの必要性や 重要性 につ いての学習

を通 して，あい さつ，話 し方 ，基本 的なマ

ナーを身に付け ることに関心 と意欲 を持 っ

て取 り組 んでいた。

②　 「知識 ・理解 」

　日常生活 は もとよ り， ビジネ スを行 う上

で も， コミュニケーシ ョンを円滑に進 め る

ことが大切 であるこ と，円滑に進 め るため

には，双 方の努 力 と協力が必要で あるこ と

につ いて，概 ね理解 していた。 特に，評価

Ａの生徒 は， コ ミュニケー シ ョンの必要性

な どについて 日常生活や ビジネスにおけ る

具体的な場 面 と関連付 けて理解 していた。

(2)単 元 「コ ミュニケーシ ョンの基礎 」

　本単元においては，「コ ミュニケー シ ョンの

心構 え とあい さつ」， 「あい さつの心構 えとお

辞儀の方法」， 「正 しい発音 と聞 き手の立場 に

立 った話 し方」， 「話 しあい，紹介，敬語 の使

い方」を各 １単位時間，「話 の聞 き方 」を ２単

位 時間配 当 して指導 した。

　指導に 当たっては，知識 や技術の習得に と

どま らず ， 日ごろか ら円滑に コミュニケーシ

ョンを図る ことができ るよ うにす るため， メ

モ を とる，電話応対 をす る，他 人を紹介す る

な どの演 習 を多 く取 り入 れ るよ うに留 意 し

た。

　学 習の実現状況 については，次に示 す グラ

フの とお りであった。

単 元 「コ ミュニケー シ ョンの基礎 」

①　 「関心 ・意欲 ・態度」

　81％ の生徒が ，礼 の方法や発声 に関す る

練習，「きく」と 「はな し」とい う言葉 の持

つ意味 に関す る話 しあいに対 して真剣 に取

り組む な ど，多 くの生徒 が基本的 な コミュ

ニケー シ ョンを身 に付 ける ことに意欲 を持

っていた。評価 Ｃの生徒 につ いては，恥ず

か しさか ら声が しっか りと出 さないな どの

状況が見 られた。

②　 「技能 ・表現 」

　話 を聞 く， 自己や他人 を紹介す る，電話

応対 をす る演習 について，要 旨の作成 ，聞

き手 の立場 に立 った紹介 ，電話 の内容の把

握 な ど， コ ミュニケー シ ョンを円滑に進 め

るための基本的 な技術 を概 ね身 に付 けてい

た。特 に，評価 Ａの生徒は， 自己の考 えを

表現す る高い能力 が身 に付 いていた。

③　 「知識 ・理解 」

　コミュニケーシ ョンを円滑に進 める上で

の大切 な心構 え，あい さつす る際のポイ ン

ト，お辞儀 の使 い分け について理解 してい

た。特 に，評価 Ａの生徒は， ビジネスの場
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面における敬語の使い方について，理解の

度合いが高かった。

礼の練習

(3)　単元 「ビジネスにおけるコミュニケーション」

　本 単元 にお いては，「ビジネスにおけ るあい

さつ ，来客応対 と訪 問」，「交渉，プ レゼ ンテ

ー シ ョン」
， 「マー ケティングの必要性 ，マー

ケテ ィング活動での コ ミュニケー シ ョン」 を

各 １単位 時間，「企 業の広報活 動」を ２単位時

間配 当 して指導 した。

　指導に 当た っては， ビジネ スにお けるコ ミ

ュニケーシ ョン能 力 を高め る動機 付 けを図 る

ため， 自己 の コ ミュニケー シ ョン能力 を把握

させ ，改善す べき点や努 力すべ き点な どを生

徒 に考 え させ るな どの工夫 を図った。

　学習 の実現状況 については，次に示す グラ

フの とお りであった。

単元 「ビジネス にお ける コ ミュニケー シ ョン」

①　 「関心 ・意欲 ・態度 」

　あい さつ言葉 に関する練 習について， し

っか りと声を出 し，礼をす るとともに， 自

己の コミュニケーシ ョン能力を把握 す る演

習 につ いて， 自己を客観 的に評価 しよ うと

していた。特 に，評価 Ａの生徒 は， 自己の

コ ミュニ ケー シ ョン能力 の改善 の方策 につ

いて，積極的 に探究 しよ うとしてい た。

②　 「技能 ・表現」

　シンボルマー クのデザイ ンに関す る演習

について，色彩 や形状 を工夫 して シンボル

マークを作成す ることがで きた。 特 に，評

価 Ａの生徒 は，広 報活 動の意義を踏 まえ，

企業 のコンセ プ トをシ ンボル マークに表現

す る とともに， シンボル マー クの作成 で工

夫 した点 な どを他 の生徒 に伝 えていた。

③　 「知識 ・理解」

　状況に応 じた あい さつ言葉 の使い分 け，

お辞儀 の仕 方，マーケテ ィング活動 と広報

活動の概 要について概ね理解 していた。 特

に，評価 Ａの生徒 は，マーケテ ィング活動

における広報 の重要性 について理解の度 合

いが高 かった。評価 Ｃの生徒は，様 々な場

面にお けるあい さつ言葉 の使 い分 け を理 解

してい な い状況 で あった。

(4)　単元「 様 々なコ ミュニケー シ ョン」

　本単元 におい ては，「上座 ・下座，お茶 の入

れ方 ・出 し方」， 「冠婚葬祭 のマナー ，電子 メ

ールの活用」
， 「Ｗ ｅｂペー ジの活用法 ，手紙

の書 き方」 を各 １時間配 当 して指導 した。

　指導に 当たっては， コ ミュニケー シ ョンを

図 るために どの よ うな ことに留意す る必要が

あ るかを生徒 自らに考 えさせ るため，冠婚葬

祭や インターネ ッ ト利 用についてのマナーな

どの課題 を設定 し，生徒 に調 査 ・発 表 させ る

な どの工夫 を図った。

　学習 の実現状況 につ いては，次に示すグ ラ

フの とお りで あった。
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単元 「様々なコミュニケーシ ョン」

① 「関心 ・意欲 ・態度」

　　 インターネ ッ ト利用 のマナー に関す る課

　題 について，多 くの生徒が科 目「情 報処理 」

で学ん だ情報モ ラル に関す る知識や インタ

ーネ ッ トを利用 した経験 に基づ いてま とめ

ていた。特 に，評価 Ａの生徒 は，イ ンター

ネ ッ トを利用 してよ り良 くコ ミュ ニケー シ

ョンを とるための留意 点を的確 に捉 える と

ともに，イ ンターネ ッ トに関す る最新 の話

題 に も関心 を持 って い た。 評 価 Ｃの生 徒

は，課題意識 が乏 しく調査 してま とめ よ う

とす る意欲 に欠 け る状 況であった。

② 「思考 ・判断 」

　　 冠婚 葬祭 へ の出席 に 関す る課 題 につ い

て，Ｗ ｅｂページな どを積 極的 に活用 して

基本的なマナーに関 して調査 し，その結果

に基づいて， どの よ うに行動す るこ とが 良

いか適切 に判断 していた。特 に，評価 Ａの

生徒 は，具体的な場 面を設 定 して，その場

面に応 じた適切 な行動 を考 えて いた。評価

Ｃの生徒 は，課題 の内容 を捉 えてお らず ，

状況 に応 じて適切 に行動す ることができな

い状 況であった。

③ 「技能 ・表現 」

　　 手紙 を作成す る課題 について，手紙 に必

要 な要件 を把握 し， 自己 と相手の立場の違

い を踏ま え，体裁 を整 えて， 自己の伝 えた

いことを分か りやすい文章で まとめるこ と

ができた。特 に，評価Ａ の生徒 は， 日ごろ

か ら文章 を書 くこ とに慣れてお り，高い表

現力が身 に付 けるこ とがで きた。

④ 「知識 ・理解」

　　　自動車や電車 な どでの上座・ 下座 につ い

ては概 ね理解 していた。特 に，評価 Ａの生

徒 は，会議室や応接室 な ど，生徒 に とって

身近 でない場 面での上座 ・下座 につ いて も

理解 していた。評価 Ｃの生徒 は，上座 ・下

座 の考え方 につ いて理解 していない状 況で

あった。

(5)内 容 のま とま り 「コミュニケ ーシ ョン」

　　内容 のま とま り 「コ ミュニケーシ ョン」 に

おいては，15単 位 時間 を配 当 して指導 した。

　　指導に 当たっては， ビジネスの場面で コ ミ

ュニケー シ ョンを円滑 に図 ることがで きるよ

うにす ることが重要で あるこ とか ら，演習 を

で きるだ け多 く取 り入れ るな ど，実践的 なコ

ミュニケー シ ョン能力 を育成す るよ う工夫 し

た。

　　学習の実現状況 について は，次 に示す グラ

フの とお りで あった。

内容 のま とま り 「コ ミュニ ケー シ ョン」

　生徒 は，コ ミュニケー シ ョン能力 を高 める

こ とに関 心を持 ち，積極的 に取 り組 んでいた。

　 また，話の聞 き方や話 し方，敬語 の使い方，

あい さつ ，来客応対 ， 日本特 有のマナーな ど

については，概 ね理解 してい るが， ビジネス

な どの様 々な場 面において，状況に応 じて実

践 でき るよ うにす るためには， 科 目 「ビジネ

ス基礎 」は もとよ り，他の教科 ・科 目，更 に
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は， 日常の学校生活 において も，様 々な場 面

を捉 えて指導 し，社会 に出てか ら，状況に応

じて円滑に コ ミュニケーシ ョンを深 め られ る

よ うに継続 して繰 り返 し，指導す る必要 があ

る。

３　評価方法に関する研究成果

　(1)評 価のための単元ごとの判断基準の作成

確認テス トや演習など，評価方法を明確に

するとともに，次に示す評価を行 う際の判断

基準を作成 して評価することにより，評価の

客観性を高めるよう工夫 した。

　　①　単元 「コミュニケーションの重要性」

【確 認 テス ト１　 問 ２】

【確認 テ ス ト１　 問 １， 問３ 】

　 ②　 単 元 「コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 基 礎 」

【練習 １，練習 ２，話 しあい １，話 しあい ２】

【演 習 １， 演習 ２，演 習 ３， 演習 ４， 演 習 ５】

【確認 テス ト２】

③ 単元 「ビジネスにおけるコミュニケーシ ョン」

【練習 ３，演 習 １】

【演 習 ２】

【確 認 テ ス ト３】

④単元 「様々な コ ミュニ ケー シ ョン」

【課 題 ２】

【課題 １】

【課題 ３】

【確 認 テ ス ト４】



(2) 評価の総括の工夫

　　内容 のま とま りご との評価 の総括 につい て

　は，次 に示す 「評価 の総括表」 （抜粋） を用

いて簡便 に行 うよ う工夫 した。 「評価の総括

表」 につ いて は，評価 Ａ を ３，評価 Ｂを ２，

評価 Ｃを １点 として換 算 し，各観点 ご とに，

評価 の平均値 を計算 し，2.5点 以上 を評価Ａ，

1.5点 以上 を評価 Ｂ，1.5未 満 を評価 Ｃ となる

よ う，表計算 ソフ トウェアを用いて作成 した。

４　 成果の普及 と今後の展望

　　商業教育 においては，基礎 的 ・基本的 な知識

・技術 を習得 し，それ を活用す る学習活動 を充

実 させ るこ とが重要で ある。

　　こ うした ことか ら，本研 究においては，あい

さつ の仕方，話 し方，話の聞 き方 な どの コ ミュ

ニケー シ ョンに関す る知識 ・技術 を習得 させ る

た め，本校独 自のテ キス ト 「コ ミュニケー シ ョ

ン」や確認テス ト，課題 などを作成す る ととも

に，ビジネスの場面を想定 した演習を多く取 り

入れ るなど，指導の工夫 ・改善を図った。

　学習の実現状況の分析から，コミュニケーシ

ョン能力を高めることへの関心 ・意欲は高く，

コミュニケーシ ョンを円滑に行 うための基礎的

な知識を理解 している反面，状況に応 じて適切

に判断 して行動することについては，更に指導

を深める必要のある生徒が見受けられた。

　今後においては，科 目 「ビジネス基礎」の学

習で身に付けた知識や技術を基に，円滑にコミ

ュニケーシ ョンを図る方法について，教科指導

をはじめ学校の教育活動全体を通 して継続 して

指導する必要があると考えている。

　なお，本研究においては，テキス ト，教材，

評価規準等を作成 していることから，これらを

他の商業科設置校にも提供するとともに， ２年

間の研究の取組を研究会等で発表す るなどして,

研究成果を他の学校にも還元 していくこととし

ている。

　 　 　評価
の総括表 （抜粋）
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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 ： 宮下　 吉隆

所 在 地 ： 栃木県塩谷郡

　 　 　　 　 高根沢町文挟32番 地 の2

電話番号 ：028-676-0531

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18年4月 よ り栃木県の高校再編計

画より，「総合選択制高校」 として校名を栃木

県立高根沢高等学校に改めた。これまでは,昭

和42年 より栃木県立高根沢商業高校として約40

年間，県北の単独商業高校としてその役割を果

た していた。以前は，商業科3ク ラス と流通経

済科1ク ラスの学年4ク ラスから構成 されていた

が，再編により現在は商業科3ク ラス,普 通科2

クラスの学年5ク ラスで構成 されている。また,

総合選択制高校 として本校の特色及び役割は，

(1) 基礎 ・基本の確実な定着を図 り個性を生か

す教育を実践す る学校であること。

(2) ビジネス教育や情報教育を柱 として勤労観

や職業観を涵養 し，多様な進路目的に対応 し

た教育を実践する学校であること。

(3) 地域 と連携 し特色ある学校行事を行 うこと

で，創造性に富み，社会に貢献できる人材の

育成を実践する学校であること。

次に，特色ある教育活動については,

(1) ライセンス教育の充実 （普通科 ・商業科 と

も時代に対応できる社会性の育成 と進路希望

の実現に有効な手段とするための資格取得を

推進する｡）

(2) キャリア教育の充実 （勤労観や職業観を涵

養 し自己実現能力を育成するために，ｌ年次

よりビジネス教育や情報処理教育を実践し，

各学年においては，将来の進路選択に有効な

学習活動を校内外において展開す る｡）

(3) 地域連携活動の充実 （地域 との連携 と福祉

を大切にす る人材 を育成す るために，各学年

において地域 との交流事業や福祉活動を行

う｡）

(4) マナー教育の充実(豊 かな人間性を育成 し,

規範意識を高め社会に柔軟に適応できる人材

を育成するために，学習に基づいたビジネス

マナー教育を展開する｡)

２　 学校 の概 要 （平成19年5月1日 現在 ）

　教員数　 ４５名 （商業 １９名　教科担当４名）

　　本研究においては，本校が勤労観 ・職業観を

涵養するために，普通科の生徒に対 しても 「商

業科 目・ビジネス基礎」を履修 してお り，研究

についても学年統一で実施することが可能であ

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

　　　「経済生活 とビジネス」に関す る学習の実

現状況の把握 と指導の改善

　(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］

　　　学習の実現状況の把握 と指導の改善及びそ

の評価規準について研究を行 う。

　　具体的には， 「商業 ：ビジネス基礎」におけ

る単元① ビジネスの担当者，②売買取引と代

金決済，③売買に関する計算において，学習
　

－220－



の実現状況の把握と指導の改善及び観点別の

評価規準を作成する。

　 方法としては,具 体の単元の領域において,

どの時点で実現状況の把握を行 うのかを計画

し，更にこのために必要な授業の改善をどの

ように工夫するかを考えると共に評価規準に

ついてもテス ト以外の観点で どのように設定

す るかを具体的に計画する。

　 なお，評価規準における評価については，

ＡＢＣの３段階の評価を基本 とするが，Ａ評

価の中で内容や表現方法において特に優れて

いるものをＡ＋として評価する。他方，Ｃの

評価において特に劣るものをＣ－で評価する

ことを考えている。

　 平成18年 度の調査研究との関係については

今年度は内容を大幅に変更した。

　 表 １は,「平成18年 度の指導と評価の計画」

である。

　 評価項目が多く，特に提出物の評価回数 と

小テス トの内容 ・実技等において生徒の負担

が著 しく授業展開に支障が生 じたため，平成

19年度の指導 と評価の計画について，これを

表 ２の内容に変更 した。

　 表 ２の 「平成19年 度の指導 と評価の計画」

は，評価項 目を精選することで指導内容に強

弱を持たせ，興味関心や意欲を底上げするこ

とで，知識 ・理解の向上をめざし，更に生徒

によるグループ別の研究発表や問題の作成な

ど技能 ・表現や思考 ・判断の能力の向上を最

終的なね らいとして指導した。

［調査研究の対象］

科 目名　 ：商業 （ビジネス基礎）

対象学年 ：第 １学年

　　　　　 商業科 ３クラス

　　　　　 普通科 ２クラス

　なお，単元 ・評価対象 ・評価項目について

は，表 ２に記載。 （ただ し，表 １は昨年度 の

対象である。また，特定の評価については，

１クラスのみの研究でその成果 とした｡）

表 １ 「平成18年 度の指導 と評価の計画」

表 ２ 「平成19年 度の指導 と評価の計画」

平成19年度 ビジネス基礎 「指導と評価の計画
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２　児童生徒の学習の実現状況と考察

　(1) ビジネスの担当者の単元では，一方的な説

明や資料に基づいた授業展開ではなく，各生

徒が理解 したことを，他の生徒に適切に 「説

明」する，または，自分の考えを正 しく 「伝

える」な どの機会を導入 した授業を計画 した。

「見る」「聞く」「書く」そ して 「解答」とい

う，一連の過程以外に表現や判断の能力を引

き出すことを計画 した。

　(2) 具体の単元における売買に関する計算にお

いては，計算能力の開きが顕著であることが

判明 したため，放課後を利用 した補習授業を

行った。今年度は学習時間の確保はもとより，

売買に関する基礎計算能力の向上と思考 ・判

断の能力を向上させる授業の指導改善を計画

した。

３　 評価方法に関する研究成果

　(1) 第 ３章　ビジネスと流通活動

　　　エ　ビジネスの担当者

　　　この単元は，商業に関するオ リエンテーシ

ョン後に学習する，より専門性の高い単元で

あり，また，現状をより正確に理解させなけ

ればならない内容でもある。

　　　各担当者の説明については，興味 ・関心を

抱かせなが ら，教科書を中心にインターネ ッ

ト・解説用ＤＶＤ ・新聞 ・ニュース等の複数

の教材を活用 し，知識を向上 させると共に現

実的な内容を理解 させる授業展開に心がけ

た。また，この時期においては，ノー トや提

出物，更にファイルの整理等にも具体的な指

示を与えた。 （必要なものに対す る取 り扱い

と評価の対象についての理解）

　　　本校のビジネス基礎は ２単位のため，この

単元の予定時間数は20時 間で り，13時間につ

いては各 ビジネスの担当者の役割や機能にお

ける知識 ・理解を高めることを重視 し，残 り

の全ての時間については，グループ学習を計

画した。方法については，基礎的な知識 ・理

解や興味関心を満足する水準まで引き上げ，

各グループによるビジネスの担当者について

の 「調べ学習」とその 「発表」を計画 した。

（グループ学習には，教室のみでなく情報処理室

や図書室も利用 した。また，学習状況を確認する

ために発表の計画書の作成 ・添削指導を行った。）

　 目的 としては，発表に至るまでの学習によ

り，思考 ・判断の能力や技能 ・表現の能力の

向上を図ることをそのねらいとした。

　なお，観点別の評価規準は次のように考え

計画 した。

①　 関心 ・意欲 ・態度

　　 ビジネスと流通活動のかかわ りに関心を

もち、経済活動における流通の経済的特質

やその担い手である企業及びビジネスの担

当者について、意欲的に調べた りまとめた

りしようとする。→90％ 以上が評価Ａ ・Ｂ

② 思考 ・判断

　　流通活動の特徴やその担い手である企業

について，様々な角度か ら考察するととも

に、基礎的 ・基本的な知識を活用 して流通

活動の諸問題の因果関係や相互関係 をとら

えている。→約65％ 以上が評価Ａ ・Ｂ
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③　技能 ・表現

　　流通活動の特徴やその担い手である企業

に関する様々な資料 を活用 して，ビジネス

と流通活動とのかかわ りについて把握す る

とともに,そ の結果 を具体的に説明するこ

とができる。→約65％ 以上が評価Ａ ・Ｂ

④　知識 ・理解

　　 ビジネスと流通活動に関する基礎的 ・基

本的な意識を身につけ，流通の意義や役割

及び ビジネスの担当者の活動の概要を理解

している。

　→70％ 以上が評価Ａ ・Ｂ，5％は，評価Ｃ

（グループ学習で資料を分析，発表内容を検討す

る。各グループが積極的に活動できた。

（グルー プ別発表の様子，今回は，質疑の時間を

設定 しなかった。視学官よ り質疑の時間を導入す

ることで更に能力の向上が見込まれるとの指導助

言があった。）

　　　この授業を経験す ることで，生徒たちが学

習に対 しての自信を持てたことが実感でき

た。また，表現力や思考 ・判断の能力がこの

学習の過程で向上 したのが印象的であった。

　　 ともあれ，教師 と生徒間及び生徒 と生徒間の

双方向の効果的な授業が展開できた。

　検討す る内容 としては，今回の研究におい

て， 「ビジネス基礎」の商業科 目における役

割 とその重要性をさらに認識することができ

た。この科 目が，２単位では充分ではなく，

その重要性を考慮すれば３単位以上が適切で

あることが確認できる。

（生徒の発表に対 して，各生徒が新たな発見や発

表に対するア ドバイス ・その感想を記入する｡）

(2) 第 ４章 ビジネスと売買取引

　　イ　売買に関する計算

　　基礎計算能力の向上と思考判断の能力向上

のための授業の工夫改善について。

　　授業内容については，例年の年間学習計画

に準 じて指導を行い，単元や節毎に確認のた

めの小テス トの実施や課題 としての提出物を

課すことで,理解度の開きを早期に確認 した。

　　知識 ・理解に関 しておおよそ満足する水準

に達しない生徒に対 しては，放課後の繰返 し

の指導や授業中の個別指導で解決 した。

　　次に，思考 ・判断の能力向上については，

具体的な方法 として，基礎知識を活用し，各

生徒が創意工夫を凝 らした 「問題作成」学習

を導入 した。これは，授業で習得 した知識を

活用 し， 自分で練習問題そのものを考えるこ

とを指導 した。結果 として，教科書の事例 と

同 じ内容の問題もあったが,多 くの生徒が，

身の回 りの環境や生活スタイルに準 じた問題

を作成 した。

　 評価の観点については，表 ２で示 した計画
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にお いて特 に，「思考 ・判断」 「技能 ・表現」

につ いて重視 した。 なお ，各観 点別 の規準 に

つ いては， ＡＢＣ及び特 に優れ たＡ＋ と特 に

劣 るＣ－で評価 し，学期末 に点数換算 を行 っ

た。生徒 自作問題 の事例 と して， この評価は

「思考 ・判断」,「技能 ・表現」共 に評 価は 「Ｂ」

であ った。 この理 由は教科書の例題 と類似 し

ていた点であ る。 しか し，一つの問題 の中で

２つ の解答 をを要 求す るな ど，工夫 も見 られ

てい る。

①考える問題は２問。

　　１問目は仕入原価や売価に関す内容に限定する。

　　２問目は度量衡や外国貨幣に関する内容に限定して考えること。

②教科書を参考にしてもよい。四捨五入や切り捨てなども考慮する。

③他の生徒にわかりやすいないようで。あまりに個人的な表現やマニアックなものは避

けること！

　　　　 （生徒自作の問題例）

　次の事例については，表現内容や現実性に

おいて独 自性が顕著であり，現実的に興味の

ある問題であ り，思考力についても正確な解

答を求めるのではなく,「～以上」 という表

（生徒自作の問題例）

現を用いることや文章内容の状況が理解でき

ることか ら，２つの観 点において評価 を 「Ａ」

と した。

（写真上は，生徒作成の問題を，他の生徒が解答

している模様。下は，その答え合わせの模様）

　 評価 の規 準については，教科書 に類似 した

問題 を作成 した もの とオ リジナルの問題 を作

成 した もの とに差 を付けて評価 した。更 に，

問題作成 において，解答 の間違 えや，文章表

現 な ど，そ の内容 に対応 した評価 を行 った。

　 単元 にお ける実現 の状 況につ いては，関心

・意欲 ・態度 にお いては80％ 以 上が評価 「Ａ」

で あ り，知識 ・理解 につ いては，約60％ が

「Ａ」，更に約30％ が 「Ｂ」 であった。

単元において重視 した技能 ・表現及び思考 ・

判 断についての評価規準 とその結果 について

は，評価 「Ａ と 「Ｂ」の合計が80％ 以上で

あ り、特 に生徒 に よる問題作成の授業 は思考

・判 断の能 力の向上に効 果的で あった
。

４　成果の普及 と今後の展望

　 研究以前の授業では，定期テス トや小テス ト

の結果や関心 ・意欲 ・態度を重視 した評価を行

っていた。知識 ・理解を学習の到達目標 として
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いたのが事実である。 しか し，習得 した知識 ・

理解を元に、さらに一段階踏み込んだ授業の展

開を計画 した今般の研究で，その重要性 と評価

の方法が明らかになったのが，「技能 ・表現」

と 「思考 ・判断」の能力向上の重要性 と評価規

準である。教科の特性や履修単位は異なるが，

全ての教科において，「知識 ・理解」 を満足す

る水準に到達 した段階で 「技能 ・表現」 と 「思

考 ・判断」の能力を向上 される授業を計画する

ことが可能であることが理解できたと同時に，

授業の工夫改善についてアプローチの方法を少

し変更 しただけでも，充分な効果が得 られ るこ

とも確認できた。 ２カ年の研究の中で複数の指

導方法の指導改善を行ったが,生 徒にとって「確

かな学力」が身に付いたことは事実であ り，そ

の方法も特に複雑でないことも理解できた。今

後，本校においては，年間学習指導計画を教科

毎に再検討 して，指導内容の厳選 と 「確かな学

力」を身につけさせる方法を検討 したい。

　最後に，２カ年の研究で具体的な結果 として,

明らかになった事柄を列挙 します。

(l) 研究授業について

　　 「確かな学力」の向上を目的とした授業を

公開することにより,その重要性を理解 し,

各教科における授業の工夫改善を促進する

ことが必要である。

(2) 評価規準について

　 ①　観点別の評価規準

　　　今般の研究においては，小テス トを含む

定期テス ト等の割合を評価の約40％ で考

え，残 りを他の３観点で評価することにし

た。その際の評価規準は，Ａ＋ ・Ａ ・Ｂ ・

Ｃ ・Ｃ－の ５段階で評価す るものとし，更

に評価項 目ごとに 「重み付け」を行い，こ

れを点数に換算する方法を採用 した。

　　　 留意事項 としては，特にＡ＋やＣ－につ

いては,特 に目立つものをその評価 とした。

　　　 また，特に 「技能 ・判断」や 「思考 ・判

断」の評価については，充分に効果が得 ら

れる学習内容を精選することが必要であ

り，教科担当者通 し，検討 と共通理解が必

要である。

②　関心 ・意欲 ・態度

　　ノー トの内容やファイルの整理などにつ

いての評価に 「関心 ・意欲 ・態度」の項目

を利用した。また，マナーや言葉遣い等も

この評価に導入することが可能である。

③　技能 ・表現

　　　単元の途中で，この能力を把握するた

めの方策を導入することは可能である。

　　単元の内容 と特徴に応 じた対応が必要で

ある。 しか し，充分な効果を得るために

は，単元終了後，総合的な学習の機会を

確保 し， この中で能力を把握す ることが

容易であると思われる。また，四つの観

点においては，重要な内容である。

④　思考 ・判断

　　　技能 ・表現の把握 と同様に，単元の内

容に応じた対応が必要である。また，知

識 ・理解 をおおよそ満足 とする水準まで

引き上げた後に，この能力を向上 させる

ための学習活動を実施することが極めて

効果があり，生徒は新たな興味関心と意

欲，そして，思考判断能力を向上させ る

ことができることが実証 された。

⑤　評価項 目の設定

　　　 単元において，多くの評価項 目を設定

し，正確に評価することを重視 して しま

うと，生徒に多くの負担がかかって しま

う。充分に学習に対 しての理解ができな

いまま，新たな問題に挑戦することにな

りかねない。評価項 目は，効果的な内容

を充分に厳選することが必要である。多

くの評価項 目を設定した結果，クラスの

平均点と各生徒の平均点，最低点がとも

に上昇す る結果 となることが判明 した。

　　　 当然の結果ではあるが，学力を把握す

る場合には適切ではない方法 といえる。
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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 ： 松金 　 進

所 在 地 ： 山口県岩 国市平 田五丁 目50-10

電話番号 ：0827-31-4133

Ｉ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　 本校のある岩国市は観光地で有名な「錦帯橋」

を擁する城下町 と米軍岩国基地を抱え，伝統 と

国際的な両面を併せ持つ風土がある。本校はそ

うした岩国市の西南部に位置 し，岩国町立岩国

実業公民学校 として昭和 ４年に創立され，今年

で78年 を迎える。

　 本校は校訓 「誠実」を基として，歴史と伝統

を重ん じながらも時代の変化やニーズに対応 し

た商業教育を行ってきた。学級減により平成19

年度 より１学年 ３学級の小規模校な商業高校 と

なった。

　 生徒の挨拶 ・服装 ・態度は， しっか りしてお

り，地元企業をはじめとする関係各方面から厚

い信頼を得ている。約半数の生徒が就職を希望

する中，本年度の求人倍率は約 ６倍であ り， ９

割以上の生徒が １社 目で合格内定となる。部活

動については，運動部のほとんどがこの ３年間

で中国大会以上に出場 してお り，文化部も簿記

部が全国大会で二等に入賞す る等，大変盛んで

ある。

　 平成元年から開始 した学校デパー ト 「プラザ

岩商」 も本年度で18回 目を迎 える。 「明るい笑

顔，元気なあいさつ」をテーマに生徒は販売実

習に取 り組み，毎年約6,000名 の来場者を得て

地元からも親 しまれている。また，平成16年

度から 「挑戦する若者の育成」のため地元特産

の土産品の研究開発にも取 り組み，平成17年

度 は 「岩国和の匠」,平 成18年 度 は 「さっ栗 も

ち」 を開発 し，地元商店 ・大 手スーパー で販売

し，好評 を博 した。

　現在 ，更に時代を先取 りした商業教育 を一層

推進す るために，生徒の 「確か な学力」 を伸 ば

す こ とのできる評価 方法の研 究 に取 り組んでい

る。

２　 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

（高等学校の例）

教員数　28名 （13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

　　　「経済生活 とビジネスの発展」に関する学習

の実現状況把握 と指導の改善ついて

(2) 調査研究のね らいと対象

　　 ［調査研究のね らい］

　　 教科 「商業」における基礎 ・基本科 目であ

る 「ビジネス基礎」の充実を図ることにより,

生徒自身が望ま しい進路実現が出来ることを

ね らいとしている。そのためには，生徒の能
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力を伸ばす評価が大切であると考える。

　また，我が国におけるビジネスの発展につ

いて戦後か らの歴史をひもとき，国際化 ・情

報化 ・サービス経済化 ・科学技術の進展等の

観点から，経済環境の変化， 地域環境問題や

課題等，その重要性 について学習させるとと

もに，評価の工夫を通 して，学習指導の実現

状況を把握 し，指導 と評価の充実を図る。

①　 「経済生活とビジネス」について，評価

方法の工夫により，ビジネス教育の素晴 ら

しさを感 じることのできる授業実践

　 「戦後社会の発展にビジネスが どう関わ

ってきたか」における授業を通 して ビジネ

スについて一通 り学習 した後，興味のある

商品等を題材 として，調査研究お よび研究

発表を行 う。 レポー トはグループで作成す

る 「テーマに関す る教材づ くり」と 「個人

レポー ト」の２種類を課す。生徒たちには

評価の観点を説明 した後，テキス トおよび

レポー ト作成を行わせる。発表においては

　 生徒相互の評価を行い， この資料を基に評

価観点ごとに反省をさせ，次なる課題を確

認させる。

②　生徒を伸ばす評価方法の研究 （ポー トフ

ォリオ評価を絡めた観点別評価）

　 ポー トフォ リオ評価を利用 し，授業前 と

授業後 とで， 自分たちがどのように変わっ

たかを確認 させ る。

③　授業 ・考査テス トの変容

　 評価方法を確立することにより，授業 目

的や考査テス トのねらいが明確 となること

により，新 しい学力をより身に付けさせ る

実践を行 う。

④　評価規準に照らした教材作成

　 思考 ・判断を養わせるための授業資料集を

作成す る。

［調査研究 の対象］

第１学年　科目名 「ビジネス基礎」
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第１学年　 科 目名 「ビジネス基礎 」

２　 児童生徒の学習の実現状況と考察

（1）　 「経済生活 とビジネスの発展」に関する学

習の実現状況

１（2）〔調査研究のねらい〕でも記述 した

ように戦後 目本における社会の発展にビジネ

スが どのように関わ り寄与 してきたか，特定

の商品を通 じて， ビジネスの重要性について

理解 させ，今後の学習に関心を持たせること

により，学習を通 して思考 ・判断，技能 ・表

現等の能力を養わせることを目的 として授業

実践を行った。

　 本年度も昨年度同様，経済生活とビジネス

の発展について一通 り学習 した後，興味ある

商品を題材 として，調査研究及び研究発表を

行 うこととした。レポー トは班別で作成する

「テキス ト作 り」と 「個人 レポー ト」の２種

類を課 した。

　 ただし，昨年度の研究から学習単元だけで

終わるのではなく，年間を通 して学期 ごとに

自分たちがどう成長 したか，評価 を通して確

認する方法の検討が課題 として残っていた。

　 そこで本年度は，年度内に同じ内容の研究

を１学期，２ 学期，３ 学期と繰 り返 し行 うこ

とによ り，ポー トフォ リオ評価を通 じて自分

たちがどのように変わったかを確認 させるこ

とにした。

　 〔戦後 ビジネスの発展について〕

１学期

班別による簡易 レポー ト作成

生徒による各観点別 自己評価

２学期

班別によるテキス ト作成

個人 レポー ト作成

１学期 と比べて どのよ うに自分

が変わったか各観点別に自己評

価

３学期

班別発表１

・２学期 と比べてさらに どの

部分が変わったか自己評価

生

徒

の

学

習

実

現

状

況

把

握

　同じテーマを繰 り返 し研究することで，研

究内容が深 くなるとともに、また新たな課題
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に直面することにより,生 徒たちの視野はよ

り広 くなっていった。このことを実感 させる

には,ポ ー トフォリオによる自己評価が適 し

ている。また,単 に自分の記録を書き込ませ

るだけでは効果が薄 くなるので,必 ず教員が

生徒自身に自分がどのように変わっていった

か,観 点別評価項 目にそって適切な説明及び

ア ドバイスを行 うことが大切 となる。

〔２学期段階の学習 目標到達度〕

経済生活 とビジネスの発展

～各観点項 目毎の到達度 （一部抜粋）～

【到達基準例】

・　１ 学期は４段階まで,２ 学期は１学期 と比

較する手法で７段階までを上限とした。

【関心 ・意欲 ・態度 】

・　 興味 ・関心 をもって意欲的 に授業に臨んで

い る。

伸び率　30％ 　 49％ 　 84％

【思考 ・判 断】

・　 調査 した資料 を基 に,客 観的 に内容 をま と

めてい る。

伸び率19％ 　 43％　 76％

【技能 ・表現】

・　 内容 をわか りや す くま とめ記述 してい る。

伸び率20％ 　 41％ 　 81％

【知識 ・理解 】

・　 ビジネ スの役割 ・重要性 が理解 できた。

伸び率21％ 　　　 41％ 　　　 77％

（2）思考 ・判断を養 う資料集の作成

　　 「経済生活 とビジネスの発展」について,

　生徒の思考 ・判断を養 うため，国際化 ・情報

　化 ・サービス経済化 ・科学技術の進展 ・経済

環境の変化 ・地域環境問題等の観点から，各

　項 目毎に商業科教員が資料作成 を行った。

　　この教員作成資料には，思考 ・判断を養わ

せる発問を載せている。教科書の内容から発

　展 し，興味 ・関心を持たせると同時に、資料

　からの問いかけに対 して，自ら解決する力を

　引き出す ことを目的としている。

（3）考査テス ト （観点別評価項 目か ら作成）か

　 らみる実現状況について

　　従来，考査テス トを作成する際，授業で学

　習 させたことを中心にテス ト作成 していたの

　だが，今年度は評価の観点を中心に据えて考

　査テス トを作成することとした。

　　従来のテス ト作成では，「思考 ・判断」に

　関する出題が少なく，また評価も難 しいとい

　 う問題点があった。また， どうしても 「知識

　 ・理解」を問 う問題が中心になりがちで，ペ

　ーパーテス ト＝知識 ・理解テス トとい う感を

　 ぬぐうことは困難であった。今年度観点別評

　価 中心の考査テス トを作成するにあた り，次

　 の点について注意を払った。

　 ・　 学習計画により評価の観点を確認

　 ・　 評価の観点を確認 しながら授業を実施

　 ・　 評価の観点に沿った考査テス ト作成

　 ・　 特に 「思考 ・判断」に関する評価につい

　　 ては，担当者間で基準を共通理解 しておく

　　 こと

　 ・　 考査テス トの結果から学習到達度がわか
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　 るように し，次回の反省材料 とする

〔考査テス トの流れ〕

　 考査テス トを観点別評価項 目から作成する

するには，評価の観点をあらかじめしっか り

と認識 して授業を行わなければならない。い

つのまにか授業内容が，知識 ・理解中心型の

授業か ら知識 ・理解をベースとして，思考 ・

判断，技能 ・表現な どを身に付けさせるもの

に変わっていったと感 じた。

〔２学期中間考査結果 よりみる学習到達度〕

（テス ト問題一部抜粋）

到達度の判定基準

Ａ　到達 している

Ｂ　概ね到達 している

Ｃ　やや到達に足 りない

Ｄ　到達 していない

・企業形態について （知識 ・理解）

・会社 を起業す る とした らどの企業形態 を とるか

（関心 ・意欲 ・態度）

・チ ェー ン化 の方式 を図説 （技能 ・表現）

・卸売業者 の役 割説明 （思考 ・判断）

（4）水平的深化 と垂直的深化 （体系化の問題）

　 昨年度の課題か ら，今年度はポー トフォリ

オ評価を利用 し，学期毎に同 じテーマを研究

することで各観点毎の学力の伸びを計ること

ができた。ただしこれは， あくまでも1年 間

だけの水平的な深化にとどまるものである。

　1年 間だけの評価を見るのではなく，学年毎

に生徒 自身が成長 していく垂直的な深化のた

めの体系化づ くりが大切 となる。今年度行っ

た学期毎のポー トフォリオ評価を，学年毎の

ものに置き換えて研究を進める必要がある。

　 また，ポー トフォ リオ評価は進路指導にも

適 してお り，この評価体系を進路指導と連携

させることにより，望ましい進路実現へ と生

徒を導 くことができるのではないだろ うか。

〔ポー トフォ リオ評価の望ま しい方向〕

望 ま しいベ ク トル

３　評価方法に関する研究成果

-230-



（1）ポー トフォ リオ評価 の利用

　 昨年度,今 年度 ともにポー トフォ リオ評価

を活用 した。 ポー トフォ リオ とは,生 徒 自身

の 「成長 フ ァイル」 の ことをい う。テーマ に

基 づ く実 際的 ・体験的 な活動や問題解決学習

の よ うな 「総合的 な学習 の時 間」 には,こ の

ポー トフォ リオ評価 は適 している と言 える。

評価 の観 点 は,「 関心 ・意欲 ・態度 」,「思 考

・判 断」,「技能 ・表現 」,「知識 ・理解」 の

４つであ る。 この評価 方法を従 来研 究がな され

てい る観 点別評価 規準に照 らして項 目立て を

行い,主 に生徒 自身の学習実現状況 の把握 の

た めの評価方法 と して採用 した。

　 今回の研 究において活用 したポー トフォ リ

オ評価は,正 式な ものではな く簡易 的な もの

で ある。本研 究 のコンセプ トの中に,汎 用的

な評価方法 を開発す るこ とが あ り,誰 が見て

もわか りやす く,使 いやすい もので,担 当教

員 同士が共通 の基準で評価で きるもので なけ

れ ば汎用性 はない と考 えたか らである。

　 そのためには構造 をシンプル に しなけれ ば

な らず,そ の結果,生 徒 には 自分 の学 力が ど

の よ うに伸 びたかを確認 しやす くなった よ う

であ る。 生徒 たちには単元を学習す る前の状

態 と後の状態で,ど の部分がわか るよ うにな

ったか確 認 させ た。 この ことか ら生徒 自身何

に興味 を持 ち,何 を理解 し,何 が出来 るよ う

にな ったか実感 で きた よ うで ある。 また,教

員 に とって も昨年 同様、 自身の授業評価 に繋

が り,授 業 にお ける生徒 の実態 と教員 の認識

との差 を埋 めるこ とができるよ うになった。

　 実際,生 徒 自身 が興 味を持 った部分や身 に

付 いた こと,逆 に,理 解 出来ていない ことな

どが,具 体的 に把握 が出来 た。しか しなが ら,

生徒 自身に よる自己評価 と教員の評価 の割 合

を どうす るかな ど,課 題 も残 ってい る。今回

の研 究では,生 徒 自身 による自己評価 と教員

の評価 は,大 まか な ところで一致 してい るが,

さらに,生 徒 自身 による評価 をど う取 り入れ

てい くか,研 究 を深 めてい く必要性 を感 じて

い る。

（2）最適な評 価方法 の ミックス

　 教科 「ビジネス基礎」 におい ては,問 題解

決学習が 中心 となる 「課題研究」や 「総合的

な学習 の時間」 とは違 い,「 知識 ・理解 」や

「技能 ・表現」 な どを問 うペーパーテ ス トが

　 必要 となる。今年度 は観 点別評価 に基 づ く考

査テ ス トを作成 した。実現状況 な どは上述 の

とお りである。生徒達が抱 える問題 には,「知

識 ・理解 」の上にたって 「思考 ・判断」 しな

けれ ばな らない ものも多い はず であ る。 「知

識 ・理解 」や 「技能 ・表 現」 を問 うペーパー

テス トも重要な評価方法の一つで あるた め,

それ ぞれ の単元にあ った評価方法 を組 み合わ

せ てい くことが大切 とな る。

４　今後の展望

　 昨年度,本 年度 ともに 「評価 が生徒 を成長 さ

せ る。」 をコンセプ トに研究 を進 めてきた。

　 人が生 きてい くためには,あ らゆ ることに対

して知識や技能 を持 っていな けれ ばな らない。

また,問 題解決 のために思考 力 ・判 断力が必要

となる。 そ して,人 と人の間に生き る人間は,

自分 の意 思 を相 手に伝 える表現力 を持 ち合 わせ

なけれ ばな らず,こ れ らの原 動力が意欲で ある。

これ が,「 生 き る力 」で ある と考 える。

　 また,「 学力」 とは,自 ら学び,自 ら考 え,

自ら解 決す る力で ある。「この学力 を身 に付 け さ

せ るた めには， 学ぶ意欲 を教員 が どう引き出す

かが重要 となる。

　 校 内で きちん とした評価 の基準 と体系化 がな

され， 教 員間での共通理解 を図 ることで， 生徒

に確 かな学力を身に付け させ るこ とがで きるこ

とを実証 で きた。今後は， この成果 を他校 に還

元 し， さ らに， 工夫 ・改善 を図 りたい。
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