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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

　 これまで学習の評価に関する研究の取組として，

平成14年 度に明確な評価規準を示 したシラバス

を作成 した。平成15年 度から，各教科 ・科目の目

標を踏まえ，観点別評価を実施 している。また，

外部講師を招聘し，評価規準の設定及び評価方法

についての研修会を実施するとともに，指導主事

を招聘 し，生徒の学力向上と教員の指導力向上を

目指した研究授業を全教科で実施 している。 しか

し，指導と評価の一体化についての取組は十分で

はなく，指導法 ・評価方法の工夫 ・改善を図る取

組を進めている。

2　 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

教員数55名 （6名）

1年 普通科理数　世界史Ａ （2単位）

2年 普通科普通

　　世界史Ａ ・日本史Ａ （2単位）

　　世界史 Ｂ ・日本史 Ｂ （3単位）・地理 Ｂ （2単位）

2年 普通科理数　地理Ｂ （2単位）

3年 普通科普通

　　世界史 Ｂ ・日本史 Ｂ ・地理 Ｂ （2単位）

　 世界史研究 ・日本史研究 ・地理研究 （2単位）

3年 普通科理数　地理 Ｂ （2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

主題を設定して追究する学習における評価研

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］

　 自ら学び自ら考え，学習成果を表現する方法

を身に付けるため，主題を設定して追究する学

習を年間計画へ明確に位置付け，的確に実施す

る。また，主題を設定して追究する学習につい

て，課題の設定，資料の収集，考察など様々な

学習活動における評価の在 り方について研究を

行 う。

［調査研究の対象］

第2学 年　地理歴史 ・世界史Ａ

分野 （領域）「現代の世界と日本」

内容項目　　 「科学技術 と現代文明」

単元構成

ガイダンス

テーマ設定

資料収集 ・考察

レポー ト作成

2　 生徒の学習の実現状況と考察

　（1）生徒の状況

　 １年次の 「現代社会」において，現代の視点

から地球環境 ・科学技術 ・国際連合 ・民族問題 ・

南北問題について学んでいる。 「世界史Ａ」では，

これ らの問題について，歴史的にどのような過

程で形成されてきたのかについて学んでいく。

生徒は，授業において教師によって指示 された，

調べた りまとめたりする学習については，熱心

に取 り組むものの，過去の社会的事象 と現在の

社会的事象を関連付けて，主体的に現代の諸問

題を過去に遡って追究しようとい う意欲につい

ては課題がある。
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（2）主題を設定して追究する学習の課題

　 これまで本校で実施 してきた生徒の主題学習

などテーマを設定して追究する学習については，

テーマ設定における教師の支援不足と，評価方

法，評価活動に課題があったため，多 くの生徒

に達成感を持たせることができず，世界史につ

いて興味 ・関心を高める学習活動になっていな

かった。

　教師の支援不足については，生徒の興味 ・関

心を重視した学習活動に偏っていたため，生徒

まかせになり，テーマ設定場面で的確な指導が

なされなかったことから，また，評価方法，評

価活動については，レポー ト作品による評価が

中心となり，学習の過程での評価活動を適切に

行っていなかったことから，よりよく探究活動

を進めることができた生徒は少なかった。

3　 評価方法に関する研究成果

　本年度の取組では，学習活動の各段階において

評価規準を明確にすること，適切なテーマ設定が

できるよう支援をすることに取 り組んだ。

（1）主題を設定 して追究する学習の取組

　 1年 間の 「世界史Ａ」の学習のまとめとし，

11月 中旬から冬季休業にかけて，生徒自身が主

体的にテーマを設定 して追究する学習を計画し

た。テーマ設定においては，「なぜ～何だろ う」

という各生徒独 自の 「問い」を絞 り込ませた。

そのために，まず，模範的なレポー トを示し，

生徒向けのガイダンスを実施 した。その際 「な

ぜ～だろう」とい う各生徒独 自の 「問い」を引

き出せるように，作業1や 作業2を 行わせ， 「世

界史Ａ」の学習を振 り返らせ， 「問い」に結びつ

く事象を生徒に探させた。

　また，「問い」を見付けることが難 しい生徒に

ついては，様々な支援策を実施 した。具体的に

は，生徒一人一人との面接を行ったり，生徒の

興味 ・関心に気付かせるためのマッピングコミ

ュニケーションなどの活動を実施 した り，調べ

たいテーマについて，時間をかけて生徒に設定

　 をさせた。このような学習活動を行なうことに

　 よって，生徒一人一人がほぼ納得できる 「世界

史Ａ」のテーマを設定できている。

（2）具体的な評価規準の作成

　　 表1の ように主題を設定 して追究する学習に

　 ついて，具体的な評価規準を作成 し，どの場面

　 で何を評価するかを明確にした。

　　 テーマ設定の場面，資料収集 ・整理 （事実を

　 確認する）場面，問題を追究する （事実を考察

　 して分かったこと）場面，調べた事柄をまとめ

　 る場面において，具体的な評価規準を作成 した。

　 特にテーマ設定の場面やレポー トにまとめる場

　 面については詳細な規準 （表2） を作成 した。

　また，総括的な評価においてはポー トフォーリ

オを活用 し，生徒一人一人が自らの学習課題に気

付き，学習の過程を振 り返ることができるように，

評価活動を計画 した。

　 これまでは明確な規準がないまま生徒の活動の

結果のみを評価することに終わってしまい，具体

的な指導が出来ていなかった。 しかし，学習活動

について具体的な評価規準を作成したことにより，

生徒に活動の目標を示すことができたこと，評価

規準作成の作業を通 じて，授業担当者間での規準

が具体的になったことなど担当教師間での意識が

統一できたことなどにも成果が現れた．

4　 今後の展望

　課題を設定 して追究する学習を主体的に行 うた

めには，このような学習に留意した年間計画が必

要である。生徒に 「世界史Ａ」の学習に興味 ・関

心を持たせること，探究活動を進める上での探究

の方法を学ばせる学習が必要である。そのため，

授業においては，毎時間のテーマを明確にした授

業を行ったり，多様な資料を用いて資料を読み取

ったり，複数の視点から考察させる授業を展開す

る必要がある。 さらに，各単元末に生徒が主体的

に探究す る活動 「ミニ探究」を取り入れることに

より，探究活動をよりよく実施することができる。
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　主体的な主題を設定して追究する学習を適切に

実施させるためには，テーマの設定場面における

適切な生徒への支援が重要である。 ５時間目の段

階で，適切にテーマを設定 し計画的に進めること

ができると見込める生徒が30％，テーマ設定は適

切であるが研究の進 め方に課題 のある生徒が

17.5％， テーマを決めているがテーマ設定の見直

しが必要な生徒が52．5％であった。現在は様々な

支援策や面接などを通じて，約8割 を越える生徒

が適切なテーマを設定できている。

　今後レポー トを作成させる予定であり，この成

果については，2月 に実施する広島県高等学校教

育研究 ・実践合同発表会において発表するととも

に，広島県高等学校教育研究会地理歴史 ・公民部

会の研究紀要等に掲載 し，公表する。

表1　 単元構成と評価規準と観点別評価のウエイ ト （○の下の数字は配点を示す）

○は1～5点 の評価を行い，●は評価を行 うが総括的な評価には含まない。
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表2　 テーマ設定とレポー ト作品の係る詳細な評価規準
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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

　 平成15年 度から各教科でシラバスを作成 し，

到達 目標の評価規準の作成のための研究を始め

た。また， 平成13年 度以降は学習評価の研修の

一環 として，各教科において研究授業 と研修会

を指導主事を招いて実施す るな ど，指導法 と評

価の研修 に取 り組んでいる。

　学力が中位の生徒が比較的多く，指導 された

ことはきちん と守 り実行するが，総 じてお とな

しく，興味や関心 ・思考力や表現力の育成が課

題 となっている。

2　 学校 の概 要 （平成19年5月1日 現在）

教員数 　 　 51名 （6名）

　本校においては地理は２年次か らの履修 とな

ってい る。文型で地理を学ぶ生徒は ２年次にお

いて 「地理Ｂ」を４単位履修 し，希望者はさら

に ３年次において学校設定科 目である 「総合地

理」を４単位選択履修する。また，理型で地理

を学ぶ生徒は2年 次において 「地理Ａ」を２単

位履修 し，希望者はさらに ３年次に 「地理Ｂ」

を4単 位選択履修できる。

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

　 「（3）現代世界の諸課題の地理的考察」に

関す る学習指導要領に定める目標等の実現状

況の把握

（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］

　 平成18年 度 において調査単元 とした 「（3）

現代世界の諸課題の地理的考察」は，現代世

界の地理的認識を応用的に深めさせ る分野で

あり，「エ 知識 ・理解」だけではな く，「ア

関心 ・意欲 ・態度」，「イ 思考 ・判断」の評

価を行 うのに適 していると考えた。

　 対象単元 （人口問題 ：５時間配当）の学習

プリン トの末尾に生徒に学習内容について記

述 させ内容や記述量による評価 を行った。対

象単元については作業的な内容や考えさせる

内容，視聴覚教材の活用を多く取 り入れた。

　 「ア 関心 ・意欲 ・態度」については， 授

業で用いる学習プ リン トの末尾に 「興味をも

ったこ と」，「関連す ることで知っているこ

と」，「新たに疑問に思ったこと」などの質問

項 目を設け，記述における着眼点や他の事象

とのかかわ り，記述量などによ り3段 階の評

価 を行 った。

　また，生徒の記述についてのコメン ト等を

記入 した学習プ リン トを毎時生徒に返却する

ことにより，新たな学習の動機付けに した。

　単元の終了時に観点毎に自己評価 （アンケ

ー ト） を行わせ， 単元前の授業 と比較するこ

とによって，授業内容の改善の資料 として利

用 した。

　以上のような手法で特に 「ア 関心 ・意欲

・態度」の観点に重点化 した評価規準を作成
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［調査研究の対象］

し， 授業を展開した。観点 「ア 関心 ・意欲

・態度」の性質上，いかに評価 において客観

性 をもたせるかが課題 となった。

　研究対象単元での授業の取組 を通 して， こ

れまでの授業では捉 えにくかった各観点 （特

に関心 ・意欲 ・態度）の到達状況がある程度

確認できたことや， 事前事後の自己評価 （ア

ンケー ト）からも授業内容の工夫すなわち作

業的な内容や視聴覚教材の利用によってはそ

れ らの達成状況が向上 ・変化することが分か

ったことは有意義であった。

　 このことは従来か らの授業内容 ・指導法を

見直す きっかけとなった と考 える。

資料1　 授業実施前および事後の生徒による自己

評価（アンケー ト）の推移

　平成19年 度においては，前年度の取組 （授

業内容）に加えて，工夫改善を行 うことも考

えたが，本校における地理選択生徒数の少な

さなどもあ り，平成17年 度高等学校教育課程

実施状況調査の調査結果 を基に，前年度同様

人口問題の分野にかかわる問題の うち，設定

通過率を大きく下回った問題 を中心に分析を

行った。

　手法 としては， 「（3）現代世界の諸課題の地

理的考察」の うち人 口問題 を対象 とす る６問

を，広島県内公立高校 ９校の協力を得て，該

当分野履修生徒を対象に実施 し，特に設定通

過率を下回る都市人 口率にかかわる問題につ

いて考察を行った。

分野 ：　 「（3）現代世界の諸課題の地理的考察」

内容項 目 ：人 口 ・食糧問題

評価の観点 ：主として知識 ・理解

対象生徒 ：広島県内県立高校 ９校 （自校生徒を

含む）の382名 で，学年を問わず該当単

元を履修 した生徒

抽出 した問題

（1）世界時計 「技能 ・表現 」

（2）乳幼児 死亡率 「思 考 ・判 断」

（3）無償資金 協力 「思 考 ・判 断」

（4）イ ン ド ・イ ギ リス ・ブ ラジル の都 市人 口

　　率 「知識 ・理解」

（5）発展途 上国 の首位都 市 「知識 ・理解」

（6）栄養不 足人 口

　　「知識 ・理解」， 「関心 ・意欲 ・態度」

　この うち全国調査で設定通過率を大きく下

回った （4）については，生徒 に解答 として番

号を選ばせるとともに選んだ理 由を記述 させ

た。
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2　 生徒の学習の実現状況と考察

　平成17年 度教育課程実施状況調査 と本県9校

で実施 された調査結果 との対応関係 の概況は次

頁 （資料 ２）の通 りである。

（1）本県 ９校の調査結果の全体的な傾 向

　本県 ９校 の各設 問における通過率 は（4）

「イン ド ・イギリス ・ブラジルの都市人 口

率」の設問を除 くほ とんどの問題で全国平

均を10～20ポ イン ト上回ったが，都市人口率

の問題については，平成17年 度教育課程実施

状況調査結果 とほぼ同様の通過率であった。

　誤答パターンの現れ方については，すべて

の問題 において，全国の調査結果 とほぼ同様

であった。（資料 ２）

（2） 設 問 （4） 「イ ン ド ・イ ギ リ ス ・ブ ラ ジ ル の

　 都市人 口率の推移」についての分析

　 通過率は全国調査 とほぼ同 じであ り，他の

設問の通過率 と比べて低い感はあるが， 「イ

ギ リスの都市人口率は高い」と解答 した比率

の合計は全国調査の結果に比べて高かった。

また，イン ドの都市人口率がイギ リスより高

いとした解答が高い割合 （計42.9％ ）で存在

したことは，全国調査と共通する結果であっ

た。誤答の現れた背景を分析するため，生徒

の選択 した解答番号 とその理由について分析

を行 った。生徒が理由として挙げたイギ リス，

イン ド，ブラジルの ３か国及び先進国 ・発展

途上国に関する記述 と解答番号との関連につ

いて出現頻度を調べ，選択解答番号別に数値

化 した（資料 ３）。

　 この結果，イギ リスの都市人口率を３か国

中の最下位 とした解答番号1及 び ６について

は， ３か国又は先進国 ・発展途上国の都市人

口率について，いずれの国についても基本的

な知識が不足 している。

　イギリスをＢ （都市人口率中位）とした解

答番号 ２及び ５を選択 した生徒は少なかった

が，そのいずれ も基本的な知識が不十分であ

る。

　解答番号４は，イン ドとブラジルの2か 国

について誤っている解答である。同じ発展途

上国であるイン ドとブラジルの都市人口率の

変化について違いを十分理解 していない記述

が見 られた。

　これ らの誤答について， よ り詳 しい分析 を

行 うため，解答番号ごとに生徒が理由として

記述 した内容について類型化を行 うこととし

た。

①　解答番号ごとの誤答の分析

　ア　解答番号1に ついて

　 この解 答番号 を選択 した生徒 は， イ ギ

リスの都 市人 口率 をブ ラジル やイ ン ドに

比べて低位 に判断 して いた。

　 この番号 を選 択 した80名 の理 由を分析

す る と， ブラジル に関 して記 述が あった

30名 の うち， 「ブ ラ ジル の都 市人 口率 が

（イ ギ リス との比較 で）高い」，「ブ ラジル

の人 口が多い」，「ブ ラジル が発 展 してい

る」，「ブ ラジル の人 口増加 率 が高い」 を

理 由 とした生徒が20名 いた。そ の他 の理

由 と して 「ブ ラジル の首都 移転」，「ブ ラ

ジル の人 口分 散」 を挙 げた生徒 も5名 い

た。 ま た， イ ン ドに関 して記述が あった

43名 の うち33名 が 「イ ン ドの都 市人 口

率 が 高 い 」，「イ ン ドの人 口増 加 率 が 高

い」，「イ ン ドが発展 している」 こ とを理

由に挙 げてい た。イ ギ リス に関 して記述

の あった40名 の うち38名 が 「イ ギ リスの

人 口増加 率が低 い」，「イ ギ リスの都市人

口率 が低 い」，「イ ギ リスは人 口が分散 し

てい る」， 「イ ギ リスの人 口が少 ない」 と

い う理 由を挙げてい た。

イ　解答番号2に ついて

　 この解答番 号 を選択 した生徒は25名 で

あ り，ブ ラジル につ いて誤 ま った認識 の

記述 が 目立 った。 ブ ラジル につい て 「都

市人 口率 が高い」，「人 口が多い」，「人 口

増加 率が高 い」 ことを理 由 として挙 げた
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資料 ２

Ⅰ 教育課程実施状況調査の問題との対応関係
１

２

Ⅱ　問題と解答類型等 （評価の観点，通過率，設定通過率等）

後掲 【Ｗ 】乳児死 亡率 と国民一人 当た りの 国民所 得 とのかか わ りについて，図１，図２か ら，両者の関係 を次の よ うに的確 に解 答 し

てい るもの ：「（乳 児死亡率が高 い）国は所得 が低い傾 向がある」「（乳児死 亡率 が高い）と所得が低 くな る傾 向がある」な ど

【Ｘ】乳児死 亡率 と国民一 人当た りの国民所得 とのかかわ りについて， 図１，図２か ら読み取 った事実 を次 のよ うに解答 して

いる もの:「 （乳児死 亡率 が高い）インドは低 所得国 である」「（乳児死亡率が高 い）アフリカは低 所得国が多い」な ど

【Ｙ】乳児死 亡率 と国民一人 当た りの国民所 得 とのかか わ りについて，図１，図２か ら両者 の関係 を解答 してい るが，次の よう

に的確 さを欠いてい るもの ： 「（乳児 死亡率が高い）と所得 が高い傾向 がある」「（乳児死亡率が高い）国 は所得 が高 くな る

傾向が ある」な ど

【Ｚ】上記 以外 の解答 （単 に「（乳児 死亡率が高い）国が多い （少 ない）」「（乳児死 亡率が高い）関係 がある （ない）」な どと解答 して

いるものを含 む）
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資料 ３ 設問（４）についての３か国や先進国・発展途上国に対する正しい理由・誤った理由の記述数

　生徒 が12名 中11名 いた。

ウ　 解答番 号 ３につ いて

　　正答 に当た る解答番 号で あるが，理 由

を記述 していない生徒 が12名 い た。

エ　 解 答番 号 ４につい て

　　この解答番 号は，ブ ラジル とイ ン ドと

の都 市人 口率 を誤 って判断 してい る。

　　イ ン ドにおい て都 市人 口率が 高い理 由

と して，65名 の うち64名 が 「イ ン ドが発

展 してい る」， 「イ ン ドの人 口増加 率が高

い」， 「イ ン ドの都市人 口率が高 い」 を挙

げてい る。

　ブ ラジル につ いて は， 「ブ ラ ジル は人

口が分 散 してい る」， 「ブ ラジル が （イ ン

ドよ り）発展 して いない」， 「ブラジルで

の首都移転 が影 響 して い る」， 「ブラジル

の人 口が少 ない」 とい う理 由 を挙 げた生

徒 が38名 中30名 で あったの に対 し， 「ブ

ラジル の人 口増加 率が高 い」， 「ブ ラジル

が発展 してい る」 とい う理 由を挙げ た生

徒 は ３名 で あった。

オ　 解 答番号 ５につい て

　この解答番 号 を選択 した生徒 は14名 で

あ り，ブラジル につい て ６名 の生徒 が 「ブ

ラジルが発展 してい ない」， 「ブ ラジル の

首都 移 転 （に よ る分 散化 ）」 等 を選択 し

た理 由 と して挙 げてい る。

カ　 解 答番 号 ６につ いて

　解 答番 号 １と同様 ，イギ リスの都 市人

口率 をブラジルやイ ン ドよ り低位 に判断

してい る。 この解答番 号を選択 した生徒

は84名 で あった。イ ギ リスについ て，42

名 の うち39名 が 「イ ギ リスでの人 口分散

が あ る」， 「イ ギ リス の都 市人 口率 が低

い」， 「イ ギ リスの人 口増加率 が低い」 を

理 由に挙 げてい た。 イ ン ドにつ いて，48

名 の うち39名 が 「イ ン ドの都市人 口率が

高 い」， 「イ ン ドの人 口が多 い」 「イ ン ド

の人 口増加 率 が高い」， 「イ ン ドが発展 し

てい る」 とい う理 由 を挙げ ていた。

②　 設問 （４）分析 のま とめ

　　上述の よ うな結果 をふま え，次 の よ うな

こ とが明 らかに なった。

ア　 全解 答 の うち42.9％ の生徒 が イギ リス

の都 市人 口率 をブ ラジルや イ ン ドよ り低

い と判 断 して い る。 そ の理 由 として 「イ

ギ リスの低 人 口増加 率」， 「イギ リス の都

市人 口率 が低い」，「イ ギ リスの人 口分散」

「イ ギ リスの人 口が少 ない」 な どを挙げ

てい る。 「都 市人 口率」 と 「人 口増加 」

を混 同 して認 識 してい る状 況 がみ られ

る。

イ　 イ ン ドの都市人 口率 を他 の両国のいず

れか よ り上位 と判 断 した解答 は全 解答 の

うち71.2％ に達す る。 その理 由の多 くは

「イ ン ドの都 市人 口率が高 い」， 「イ ン ド

の人 口増加 率が高 い」， 「イ ン ドの発展 」

「イ ン ドの人 口が多 い」 と してい る。 イ

ン ドに対す る固定的 なイ メー ジが形成 さ

れ て いる もの と思われ る。

ウ　 ブラジル の都 市人 口率 が ３か国 中の最

上位 とした解答27.5％ あ り，その理 由 と
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しては 「ブ ラジル の都 市人 口率 が高い」，

「ブ ラジル の人 口が多 い」， 「ブ ラジル の

発 展」 を挙 げてい る。 その一 方でブ ラジ

ル を ３か 国の最 下位 とした解 答 （28.3％

）の多 くは ， 「ブ ラジル の 人 口分 散」， 「ブ

ラジルの首都移 転」， 「ブラジル が発展 し

ていない」， 「ブ ラジル の人 口が少 ない」

を挙 げてい る。 ブ ラジル につ いて は複 合

的なイ メー ジで捉 え られ てい るこ とが分

かった。

エ　 都 市人 口率 その もの の概念 が理解 で き

ていない場合や ，人 口増加 率や人 口の多

寡 との混 同 してい る解答 が多い。

オ　 理 由 につ いて無解答 の生徒 は66名 （17

.3％ ）に及び， 「知識 ・理解 」， 「関心 ・意

欲 ・態度」 の点 か らも課題 があ った。

③　「 地理 Ｂ」教科 書記述 との関係 の考 察

理 由の記述 にみ られ る生徒 のイ ギ リス ・

ブラジ ル ・イ ン ドのイ メー ジ形 成 につ いて

教科 書の記述 （又 は写真） も一因 として考

え られ る。

　　本 来，都市人 口率が最 も低 いイ ン ド （又

は発展 途上国） について は，例 えばＡ社 の

地誌の記述 において，「人 口が急 増す る と，

土地 をもた ない農 民 は職 を求 めて都 市に 出

る。」， 「農 村 か ら流 入 した人 々 の多 くは ，

就職 先 も確保 され てい ないた め， ス ラム街

で生活 してい る。」 とあ る。 ま た， Ｂ社 の

現 代 世界 の諸課題 の記述 にお い ては， 「都

市人 口増加 率の高 い国々は，ア ジア ・ラテ

ンア メ リカな どの発展途 上国 に集 中 して い

る。」， 「発展 途 上国 にお け る都 市人 口の増

加 は先進 国 に比べ て急激 で，首都 な どの大

都 市 の市街 地 は爆発 的に拡大 してい った。」

 とある。

　イ ギ リス （又 は先進 国） につ いて は， Ａ

社 では 「都 市 内部 で は地価 の高騰や過密 に

よる都 市環境 の悪 化が深刻化 した。そ のた

め中高所得者層 が閑静 な居住環 境 を求 めて

　郊外へ流出 した り，工場が新 たな用地を求

めて移転 した りして都市内部が空洞化 し

～，」 とある。Ｂ社 ではイ ンナーシティ問

題の脚注 として 「人口減少や高齢化，購買

力の低下，コミュニティの崩壊などといっ

た現象を招 き，～」などとい う記述がある。

　  以上のよ うな教科書記述に基づ く指導

が，国や地域に対す るイメージを形成 し，

今回の調査における誤答の原因となってい

る可能性がある。

  また，イン ドとブラジルの判断について

も，「現代世界の諸課題」に関す る学習にお

いて，世界 の各地域 を先進国 と発展途上国

とに二分 し，概念的に学習す るに とどまっ

ていて，先進国間 と発展途上国間にみ られ

る多様性を認識 させ る学習が不十分 と考え

 られ る。 さらに理 由の記述 について無答の

生徒が多いこ とも 「関心 ・意欲 ・態度」の

育成 とい う観点か ら課題が明らかになった。

３　評価方法に関する研究成果

　県内高校生徒 を対象 とした平成17年 度教育課

程実施状況調査問題の結果分析により，先進国，

発展途上国及びイン ド，イギリス等の国につい

て，ステ レオタイプ的な認識があ り，人 口問題

の指導について改善の必要があることが分かっ

た。

　都市人 口率の指導については，経済の発展 と

都市人 口率の関係を一般化 して捉 えさせ る工夫

が必要であるとともに，国 レベルの人 口増加，

人 口の移動及び都市人 口率について，概念の違

いについて正 しく理解 させ る指導が必要であ

る。

４　成果の普及と今後の展望

　今後の研究成果のま とめについては，広島県

高等学校教育研究 ・実践合同発表会及び，広島

県高等学校教育研究会地理歴史 ・公民部会の研

究紀要等に掲載 し，公表する予定である。
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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 ： 島田政輝

所 在 地 ： 香川県坂出市文京町 ２丁 目 １番 ５号

電話番号 ：0877－46－5125

Ⅰ　研究指定校の概要

１　学校 ・地域の特色及び実態

　今年度、創立90周 年を迎えた本校は、これま

でに25,000名 余 りの卒業生を輩出し、地域社会

から高い信頼を得ている。３学期制を採 り、３年

間を見通 したきめ細やかな教育活動を行ってお

り、教育課程や学校行事などに対する生徒の満

足度も高い。校歌に謳われている 「高邁 自主」

の精神のもと、教育方針に勉学と部活動 との両

立を掲げて教育活動を進めてお り、ほぼ全員が

進学をしているなかで、国公立大学合格者は100

人余 となっている。また、平成16年 度から授業

評価に取 り組んでお り、生徒からの評価を生か

した授業改善を目指 している。 さらに、保護者

や中学校の先生方を対象とした公開授業、中学

生対象のオープンスクールや地域の方々への公

開講座など、情報の発信や地域 との連携 も積極

的に進めている。

２　学校の概要 （平成19年 ５月 １日現在）

（１）　生徒数

　教員数62名 （地理歴 史科 ８名 、うち日本史 ３名）

（２）　地理歴史科の科 目開設状況 と選択者数

［各科 目の開設状況］

 　 ・２年普通科

 　　 「世界史 Ｂ」を選択 した場合 は 「日本 史

Ａ」又は 「地理 Ａ」を選 択履修す る。 「日本

史 Ｂ」又は 「地理 Ｂ」を選択 した場合 は 「世

界史 Ａ」 を履修す る。 人文 コース （私 立文

系 コース）は 「世界史 Ｂ」 と 「日本 史 Ｂ」

又 は 「地理 Ｂ」を選 択履修す る。

　・３年普通科

　　２年次 に選択 した Ｂ科 目を継続履修す る。

　・音楽科

　　　１年次 に 「地理 Ａ」 を履修 し、２・３年次

で 「世界 史 Ｂ」を履修す る。

［各科 目の選択者数］
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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

　「近現代史における地域学習を通じた資料

活用の技能 と表現力、思考力 ・判断力の育成

に関する指導とその評価のあり方について」

（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］

［調査研究 の対象］

第 ３・２学年　 地理歴史科 （日本 史 Ｂ）

２　児童生徒の学習の実現状況と考察
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３　評価方法に関する研究成果
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４　成果の普及と今後の展望

　（１）成果の普及

・成果報告冊子の作成、県内高校への配布

・香川県教育セ ンターホームページの教育デー

タベースへの登録 ・公開

・香川県教育課程運営改善研究会 （20年度 ８月開

催予定）での実践報告

・本校ホームページでの公開

（２）今後の展望

　今年度も昨年度に引き続き、領域を近現代に、

観点を思考 ・判断と資料活用の技能 ・表現に焦

点化 し、学習指導要領に定め られた 目標等の実

現状況の把握に関する研究をおこなった。

　今後は、　

・２、３のなかで述べた諸課題への取 り組み　

・生徒による相互評価

  ・他領域と他観点への応用

などを中心課題 として引き続 き研究をおこない

たい。

　また、本研究の対象単元のみな らず 日々の授

業や考査問題の中で、思考力 ・判断力 ・表現力

を問 う授業、習得した知識 を活用する考査問題

を積極的に取 り入れていきたい。
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