
平成19年度学力の把握1ご関する研究指定校事業研究協議会資料

校 長 名 ：　 須長　宜久

所 在 地1　 埼玉県熊谷市榎 町 ３４３
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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

　本年度創立61周 年の本校は，学校教育に熱心

　な地域に恵まれ，教職員 と保護者 ・地域一体 と

　なった教育を展開 している。平成14年 度から３

　年間文部科学省か ら学力向上フロンティアスク

ールの指定を受け，平成16年 度か ら2年 間埼玉

　県か ら学力向上プログラム開発事業の指定を受

け，組織的に学力向上を図っている。

２　学校の概要 （平成19年5月1日現在）

（小学校）

教員数19名 （12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

　 確かな国語の力を育てる指導 と評価の研究

　　 －読みの知識 ．技能を活用できる児童の育成－

（2）平成19年 度調査研究のね らい と対象

［調査研究のねらい］

　 確かな国語の力を育てるため，読む能力の

　指導と評価を一体化 させ，授業改善を図るこ

とを推進 した。平 成18年 度の読みの知識 ・技能

の定着の実践研究を踏まえ，平成l9年 度 は，学

習内容を活用する言語活動を単元に位置付け，

読みの力を高める単元開発に取 り組み，単元の

中で読みの能力を適切に評価する研究を推進 し

た。

［調査研究の対象］

第1学年
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２ 児童生徒の学習の実現状況 と考察

 (1)平 成18年 度の実現状況 と考察

 ① 評価の研究当初の課題

    「学習指導要領の内容を確実に指導 し,

  評価できているのか。」 という根本を問い

  直すことか らの研究のスター トであった。

   どの単元で,ど の内容をどのように指導し,

   どう評価 してい くのかを明らかにした読む

   ことの基礎 ・基本を位置付けた年間指導計

  画を作成 した。この作成を通 し,叙 述に即

   した読むことの指導に偏 りがちであったこ

   と,２ 学年を見通 して指導を繰 り返さない

   と定着を図れないことなどの課題がはっき

   りした。

 ② 評価規準設定の課題

   平成18年 度からの読む能力について,各

  学年の評価の推移は,下 記のグラフのよう

  になる。前期に実施 した評価規準の設定の

 研修会を踏まえ,後 期の評価規準を各学年

 で検討 し,児 童の評価に生か した。しかし,

 各学年間で,評 価規準に差があることがわ

 かった。適切に能力を評価できているのか,

 さらに丁寧に評価規準を設定する必要があ

 ることが,全 教員間で確認された。

③ 評価と指導の一体化を図るために

  「学習内容を明確にする」とい うことと

 「評価規準を単元の学習過程 に適切に設定

 す る」とい うことが常に一体であり,そ の

 ことが,身 に付けたい読みの能力をどのよ

 うな学習指導で付けるのかを明らかにして

 いくこととなった。 「この能力を身に付け

  るために,こ の教材を使って,こ う指導 し,

  児童がこのような活動ができるようになっ

  たことは,そ の能力が身に付いたと評価す

  る。その結果,身 に付いていない児童には,

 更なる手立てで身に付けさせる」 という指

  導と評価の一体化を一つ一つの単元を通 し

  て,実 践研究 した。

 ④ 教師の授業力向上

   単元の具体の評価規準を適切に設定する

  ことは,教 師の児童観,教 材観,指 導観そ

  れぞれの質の高さを要求されることであっ

た。常に 「どのようにすれば,児 童の能力

  の定着度を適切に評価できるのか。」を考

  え悩むそのことが,授 業の質を高めること

  につながったといえる。

⑤ 単元 ごとの評価シー トの活用

   教師による 「単元の評価シー ト」を全単

  元で作成することは,一 人一人の実現状況

  を見極め,そ の状況に応 じて次の手立てを

  たてて適切に指導することにつながった。

  評価結果か ら,「 あの子 とこの子のため,

  次はこうしよう」 とい う指導方法を工夫す

  ることにな り,確 かな読みの力を高めるこ

  とにつながっていると考える。

(2)　平成19年 度の実現状況と考察

① 授業改善の課題

   「指導 した学習内容を児童が主体的に活

  用す る場を工夫 して設けているか」が,課

 題 となった。「国語への関心 ・意欲 ・態度」

  を評価 しようとしたときに,児 童が,主 体

  的に言語活動 していく授業でなければ,適

 切に評価できないとい う問題に対 し,読 み

 の 単元をさらに工夫する必要性を,教 員全

 員で確認 した。

② 単元構成の工夫

  各単元において読みの知識 ・技能を確実

  に身に付けることと,児 童が学習 した知識

  ・技能を主体的に活用できることとは,車

  の両輪であり,そ れを踏まえて単元構成を
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工夫 してい く研究に取 り組んだ。 「活用で

きる児童を育てる」ための手立てを次のよ

うに立てた。

ア 学習した能力を主体的に活用す る単元

 を構想する。

 ・ 導入 を大切にして終末段階で行 う言

  語活動の見通 しをもたせ る。

 ・ 展開では,教 材を工夫 し具体的言語

  操作を通 してわかる ・でき る授業をす

  る。

 ・ 終末では,児 童それぞれが力を発揮

  して表現する言語活動を設定する。

イ 自分の表現を生み出す読むことの学習

 をする。

ウ 目的や意図に応 じて内容を的確に読む

 能力を育成する。

エ 読書に親 しむ態度を育成する。

  図のように「読みの単元モデル図」を設

 定し,全 学年で単元の導入 ・展開 ・終末を

 通して目指す児童像へ向か うような単元開

 発に取 り組んだ。

  身に付けさせたい能力か ら,そ のために

 必要な教材を教科書だけでなく必要だと思

 われるものを探 して教材化 し,単 元を通 し

 て読みの知識 ・技能を習得,活 用する単元

 を構想することは,教 員の授業力を高める

 ことにつながった。

③ 実践 した単元の評価の実際例

 ４年 単元名 「物語を味わお う」

  主教材 「やい， とかげ」

  副教材 「つ り橋わたれ」「三つのお願い」

  ＜授業の流れ＞

  ・アニマシオンゲームについて知 り,「〓

   り橋わたれ」でゲームをし,ど んな場

   や内容をゲームにすると物語がよりよ

   わかるかを話 し合 う。

  ・物語を読む観点にそって主教材を読み

   繰 り返 しの表現を比べると深 く味わえ

   ことに気付 く。

  ・副教材で繰 り返 しの言葉である 「どん

   しゃり」の違いを比較 して読み味わう

  ・学級で共通 して読んだ物語の中から、

   分の選んだ物語について、アニマシオ

   ゲームを行 う。

(3)　研究の成果 と課題

 ① 成果

  ア 「読む力」を評価するに当たって,

   習内容の明確化 と,効 果的な学習活動

   工夫に努め,全 学年,全 単元の適切な

   価規準の研究を深めることができた。

  イ ６年間を見通 した 「熊谷南小学校身

   付けたい読む力」系統表を作成 した。

   らに,日 々の授業に生かすために,「

   むことの年間指導計画」を作成 し学習

   容を明確に した授業を展開 した。

    （次ページに資料の一部抜粋 を提示）

  ウ アンケー ト結果か ら,国 語の授業を

   かると答える割合が多かった （H19年

   月調査96.5％）。 このことか ら,「知識

   技能を確実に身に付け,活 用する力」

   基盤が整ってきていると思われる。

  エ 個々の職員が 自らの役割 ・立場を自

   して主体的に研究に関わることにより

   組織的に研究を展開することができた

   その結果,「 学習内容の精選」「単元の

成」「学習課題の工夫」「発問の工夫」

   どに関する教員のスキルが向上 した。
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  ② 課題

    活用の場面で,言 語活動をする児童の姿

   を観察すると,学 習 した知識 ・技能の習得

の程度が確認できる。また,不 十分な知識

   ・技 能を発見す ることにもなる。既習の学

   習内容が,生 きてはた らく国語の力 となっ

ているかを評価する教員の力量 と,課 題に

   対する適切な指導力を高めなければならな

   い。

３ 評価方法に関する研究成果

  児童の 「国語への関心 ・意欲 ・態度」を評価

 するときに,次 のことを注意 して研究を進めた。

  ・単元を通 じて効果的に評価できる場面を,

   計画的に設定 して評価する。

  ・児童による本時や単元の 自己評価は,一 人

   一人に 目を向け,個 に応 じた手立てを行 う

   ためのものであ り,そ のことが教員の授業

   力を向上 させ ることになる。

  ・活動への参加態度だけを評価するのではな

  く,既 習の学習内容 を発揮 して言語活動で

  きてい るかを見極める。

  ・不十分な実現状況であると評価 した児童に

   は,手 立てを立てるとともに,教 員は自分

   の授業を反省 し,工 夫改善を図る。

４ 成果の普及と今後の展望

 研究を通 して,国 語の授業では児童に 「何を,

 どの ように教え，どんな国語の力 を身に付けさ

せるのか」とい う根源 を改めて見つめ直すこと

 ができた。「いかに活用できるようにする か」

 の前提には 「基礎的基本的な学習内容の確実な

習得,定 着」があることを強 く認識 し,今 後も

 研究に努 めたい。

  活用する場面では,資 料文の選択や作成に多

 くの時間 とエネルギーを要するが,そ の貴重な

成果 を考えると,さ らなる授業実践研究への意

 欲 を新たにすることがで きた。

熊谷南小学校Ｈ19年度3・4年 「読むこと」年間指導計画  〓 知識・技能を重点的に指導、 □繰り返し指導し、活用を図る

読む能力と評価規準〈3・4年 生〉

「熊谷南小学校身に付けさせたい読む力」の系統表を 「読む ことの年間指導計画」に位置付けた例
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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 ： 池 町 真一

所 在 地 ： 福 岡県北九州市小倉南区企救丘

     二丁 目1番1号

電話番 号 ：093-962-0414

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 九州市の南部に位置する。北九州市

 の中心である小倉駅周辺 とモノレールでつながっ

 たことから住宅地として開発され,北 九州市のベ

 ッドタウンとして発展を遂げているところである。

  本校では 「表現力， コミュニケーション能力を

 付けて欲 しい」 と考える保護者が多い。実際に,

 児童の生活を見てみると私的で,身 近なコミュニ

 ケーションはよくできているが,公 的で,社 会的

なコミュニケーションはあまり上手ではない現状

 が見られる。このような児童に自分の思いをしっ

かり伝える経験をさせ ることは,生 きる力として

大切な能力であると考える。

２ 学校の概要

教員数 ４３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

   「基礎 ・基本を身に付け,自 己表現する子ど

  もの育成」 ～「書くこと」の領域にねらいをし

  ぼった授業づくり～

 (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］

  本校の平成18年 度のＣＲＴ検査の結果では,

 国語科における成績は全国平均と同程度,一 部

の項 目で上回 ってい るとい う結果 を得た。 しか

し,「書 く能力」に関 しては,低 学年は 「効果的

に書 く」力 を付 けてい く必要 があ り,高 学年で

は 「表現や構 成 を工夫 して書 く」力 を付 けてい

く必要が あるとい う課題 が明 らか になった。

 そ こで,国 語科 を中心に 「書 くこと」の領域

の指導 に焦点 を当て,児 童の学習の実 現状況 を

把握 し,指 導方法 の改善 を図 る。

［調査研究 の対象］ 【一部抜粋 】

第 １学年

第 ２学年
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第 ３学年

第 ４学年

第 ５学年

第 ６学年
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2 児童生徒の学習の実現状況と考察

 （1）児童の学習状況の把握 と指導方法の改善につ

  いて

 ① 研究の視点

   ア 書く力の七つの観点 とそのめやす

    児童の実態に即 して重点的な指導を進め

    るため,次 の七つの観点を設定する。

○ 文字,語 句等を表記す る力

○ 読み手を考え，題材や書くことの中心を決

 める力

○ 取材する力

○ 文章を構成する力

○ 記述する力

○ 推敲 ・評価する力

○ ものの見方や考え方

 さらに,そ の観点に沿って児童の実態を

把握 し,書 く力を高めるために,そ のめや

すとなる評価規準を ２学年のまとまりで設

定する。 この評価規準は,各 単元における

評価規準を設定する際にも活用する。

【書く力の七つの観点についてのめやす第1・2学 年の一部】

  イ 書 く力を高める四つ の手だて

    児童 の書 く力 を高 めるた め,次 の四つの

   手 だてに沿 った単元構成の工夫 を図る。

○ 書きたいとい う思いを育てる手だて

○ 自分の考えをもたせるための手だて

○ 自分の作品を見直すための手だて

○ 書くことへの成就感をもたせる手だて

 ウ 指導の見取 り表,座 席指導案等の活用

   指導の見取り表,座 席指導案等を活用 し

た個に応 じたきめ細かな指導の工夫を図る。

エ 自己評価,相 互評価等の導入

   自己評価,相 互評価等を導入 し,一 人一

  人が学習に意欲的に取 り組むようにする。

② 指導の実際

  第 ４学年 単元 材料の選び方を考えよう

  教材 「ア ップとルーズで伝えよう」「四年三

 組から発信 します」「選んで伝える」の実践

 ア 七つの観点に沿った児童の実態把握

   本単元にかかわる児童の書く力について,

  七つの観点に沿った事前の調査をもとに児

  童の実態を把握 した。その結果を生かして

  単元の評価規準を設定 した。

イ 書 く力を高める四つの手だて

   本単元の実施に当たって,以 下の四つの

  手だてをとった。

  ○ 書きたいとい う思いを育てる手だて

    「企救丘小学校や地域にある物の中か

   ら知 らせたいことを調べ,そ れを一冊の

   本にして図書室に置き,全 校児童に読ん

   でもらう」 とい う目標を掲げ,目 的 ・相

   手意識を高めるようにする。

  ○ 自分の考えをもたせるための手だて

    学校にある物,地 域にある物について

   調べたことを付箋に書きため,そ れをワ

   ークシー トに整理するようにする。 さら
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  に,ど のように書いてい くのか,具 体的

  なモデルを示すようにする。

○ 自分の作品を見直すための手だて

   読み手を意識 しながら,相 手に分か り

  やす く伝えるための具体的な推敲の仕方

  を提示 し,よ りよい文書を書こうとする

  意識を高めるようにする。

○ 書 くことへの成就感をもたせ る手だて

   図書室に作成 した本を置き,読 んだ人

  から感想を書いてもらい,成 就感を味わ

  わせ るようにする。

   単元の評価規準にもとづくきめ細かな

  指導の工夫,そ して,四 つの手だてに沿

  った学習の実施により,特 に,取 材する

  力や推敲 ・評価する力が高まった。

ウ 指導の見取 り表,座 席指導案等を活用し

 た個に応 じた指導の工夫

 【指導の見取 り表 （一部抜粋）】

 学習の節々において,指 導の見取 り表に

児童の評価を行 うことで,指 導の在 り方を

振 り返 ることができた。さらに,指 導の見

取 り表をもとに,支 援を必要とする児童に

対 して手だてを考え,座 席指導案を作成 し

た。そのことで,評 価規準に達 していない

児童にきめ細かな指導ができるようにな り,

書 く力を伸ばすことができた。

  【座席指導案 （一部抜粋）】

エ 自己評価,相 互評価等の導入

  取材段階,構 成段階等,学 習を進める各

 段階の後に,下 に示 した学習活動を振 り返

 らせる自己評価を行った。また,学 習場面

 で作品の良いところを児童同士で認め合っ

 たり,改 善 したほうがよいところを指摘 し

 合った りする相互評価を行った。 さらに,

 作品の感想を全校児童に求める他者評価を

 行 うなど,そ れぞれの評価の意味を考えな

 がら学習展開に位置付けていった。その結

 果,学 習に対する意欲を増し,成 就感を味

 わ うことができた。

  多様な評価活動を効果的に位置付けるこ

 とで児童は自らの書 く活動を見直す動機付

 けとなり,書 く力を振 り返ることができた。

【自己評価 カー ド】
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（2）年間指導計画の作成とその実施

 ① 書 く力を高める年間指導計画の作成

（※…関連する教科領域等 ☆…活動スキル）

 【第４学年の年間指導計画の一部】

  児童の書く力の実態を踏まえ,単 元におけ

 るねらいを重点化 し,配当時間の工夫を行 う。

  さらに,書 く機会や書 く活動を重視 し,年

 間を通 して,書 く力を高めるために,他 教科

 等との関連を図る。

② 年間指導計画に基づいた指導の実施

  年間指導計画に沿った計画的,継 続的な指

 導により,書 く力の伸びにつながった。

  右上の 「児童の書 く力の変容」を見ると,

 書く力の七つの観点の全てにおいて児童の書

く力が伸びて きてい ることが分 かる。

 【第 ４学年児童の書 く力の変容】

 これは,一 つの単元において指導事項の一

つを重点的に取 り組み,1年 間で学年の書く

力が網羅できるように配置 したことによる。

 また,そ の単元の書 く力にかかわるねらい

を明確にし,指 導と評価の一体化に努めたこ

とが児童の書く力を伸ばすことにつながった

と考える。

 さらに,他 教科 との関連を図 り,書 く活動

を充実させることで,書 く力が伸びてきた。

 「書くこと」の単元に時期を合わせて他教

科 との関連を図った り,朝 自習の時間にプ リ

ン ト等を活用 して学習活動に不可欠 と思われ

る書く技能を高める取組を行ったりしてきた。

 その結果,他 教科の書く活動に,国 語科の

書 く力が反映 されているのを実感することが

できた。
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３ 評価方法に関する研究成果

 (1)評 価を生かした指導の改善

   これまで,評 価規準に示 した児童の様子に対

  して一通 りの支援だけを準備 して学習を進めて

  いたが,個 々の学習状況にあった適切な支援を

  与えることができなかった。そこで,評 価規準

  をもとに児童の学習状況 （評価規準を達成でき

  ている児童,も う少 しで評価規準に達成できる

  児童等）に応 じた支援を準備 し,学習を行った。

  その結果,個 に応 じたきめ細かな指導が充実し,

  児童の学習状況に応 じて書 く力を伸ばす ことが

  できた。

評価規準

 文章を読み返 して間違いをいくつか見付け
て直し,説明の付け加 えについて考えることが

できる。

評価規準を達成できている児童

サンプル文から疑問・調査 ・結果・自分の考えをと

らえさせ,自 分の文の構成に生かすようにさせる。

もう少 しで評価規準に達成できる児童

 読み手のイメージを広げさせ,文 章に修正・加筆を

加えさせる。

 表記 （習った漢字の使用,文 末表現等）から一つず

つ自分の作品を見直す観点を与える。

 【学習状況に応 じた支援 第４学年の例】

(2)児 童を見極める力の充実

 授業の評価において,同 学年の教師間で評価

 規準のとらえ方に違いが見られ,学 級間,学 年

間でも差が生 じていた。そこで,授 業研究の協

議会で,評 価規準に沿った児童の見取 りや判断

 の仕方について追究 していった。

  また,校 内研修を通 して,教 師一人一人が,

 具体的な言動や作品を,評 価規準をもとに評価

 し合い,そ の理由を互いに話 し合 うことで評価

 者の見取 りの客観化を図 り,児 童一人一人の書

 く力の正 しい把握を行 うようにした。

   このような研修を重ねることで,評 価規準

  を具体化す ることの大切 さが分か り,教 師間

  の評価の差も縮まった。

４ 成果の普及と今後の展望

 (1)本 年度,第 ２学年 ・第４学年 ・第 ６学年を対

 象に行われた各種の調査において,国 語科は良

 好な結果であり,特 に 「書くこと」の領域や 「話

 すこと ・聞 くこと」の領域において著 しい成果

  が見えた。

 (2)本 年度の成果については,研 究紀要にまとめ,

  本市教育センターに寄贈する予定である。来館

  された方々が閲覧できるように依頼 し,全 市へ

  普及できるようにする。

 (3)年 間指導計画では,よ り具体化 した評価規準

  を設定 していくことが必要である。そこで,評

  価規準を見直 してい くとともに,今 後も,教 師

  の評価力を対象 とした研修を位置付け,評 価力

  の向上を図っていく。

 (4)国 語科の各領域での力は互いに関連 しつつ総

  合的に伸びていくものであることか ら,朝 自習

  等での 「読む こと」「話すこと・聞くこと」の領

  域の活動にも力を注いでいく。
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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 ： 麻生 廣文

所 在 地： 熊本県阿蘇市黒川 １２３４－ １

電話番号 ：0967-34-0017

Ⅰ  研究指定校の概要

１ 学校 ・地域の特色及び実態

 ○ 標準学力検査（教研式全国標準学力テ ス ト）

  の結果か らは,全 国標準をやや上回っている

  （国語 ：51.9）ものの,学 年差や個人差が見

  られた （Hl9.2.15実施）。

 ○ 基礎 ・基本の確実な定着を図るため,学 力

  充実の時間 として,ス テ ップアップタイム（毎

  週水曜 日 ：第 ５校時の始業前15分 間,「 話す

  こと ・聞くこと」の内容）を実施 している。

 ○ 校内研修においては,理 論研究や実践研究

  の充実を図るため,専 門部会を設置した り,

  授業研究会についても全学級で行 うようにし

  ている。また,本 研究を推進するため,夏 季

  休業 日中や学期中に特設の臨時校内研修 日を

  設置 して,研 究を深めている。

２ 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

               教員数 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

(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］

  国語科における 「話すこと・聞 くこと」の領

域について焦点を当て,実 践的な調査研究を行

い,児 童生徒の学習の実現状況を把握 し,評 価

方法の工夫改善を図っていくことをね らい とし

ている。

［調査研究の対象］

２ 児童生徒の学習の実現状況と考察

(1)児 童の学習の実現状況の推移
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【図 １　 ３観点における学習の実現状況の推移

（H18年度 ：平成18年 度 ３学期分，　H19年 度 ：平成

19年度 １学期分をグラフ化 したもの）】

(2)考 察

○　年度を挟んでお り，学年によって評価規準

の内容や実施単元数が異なっているため，単

純に変化を比較 して見ることはできない。ま

た，評価者が変わっている場合 もあり，評価

のとらえ方について，ずれが生じることもあ

り得 る。そ ういつた点では，今後，学期間の

みならず，単元間での変容も細かく分析 して

いく必要がある。また，評価に関する研修を

深めてい くことが重要である。先進校の実践

や理論研究に学び，本校の実践研究を進めて

いく必要がある。

○　 「関心 ・意欲 ・態度」 （H19年 度）につい

ては，学校全体で98％ の児童が評価Ｂ以上

の状況であることから，国語の 「話すこと ・

聞くこと」の学習に対 して，高い意欲をもっ

て学習に取 り組んでいると言える。

○　 「話す こと ・聞 くこと」（H19年 度）につ

いては，学校全体で ５％，第 ５学年では14

％の児童が評価 Ｂに満たない状況である。指

導過程を振 り返 るとともに，評価規準の妥当

性についても検討 したい。

○　 「言語事項」（H19年 度）については，学

年差が見られたものの，学校全体で95％ の

児童が評価B以 上の状況であった。学習内容

がよく身に付いている状況であると言える。

３　 評価方法に関する研究成果

(1)　 「『身に付けさせたい』13の 表現様式とその

詳細」の作成

　 「話すこと ・聞 くこと」を指導 していく際，

児童に身に付けさせたい力を明確に しておく必

要がある。そこで，６年間を見通 し系統化 した，

「『身に付けさせたい』13の 表現様式とその詳

細」を作成 した （図 ２参照）。作成にあたって

は，学習指導要領に示された内容を踏まえ，教

科書や文献等を参考にして作成 した。

　「身に付けさせたい力」を明確 にしたことで，

どんな力について課題があるのか把握 しやす く

なり，それに基づいて学習計画を作成 したり，

より具体的な評価規準を設定 したりすることが

できた。

(2)国 語科年間指導計画の見直 しと作成

　 「話すこと・聞くこと」の洗い出しを行 うと

ともに，「身に付けさせたい力」を位置付けた，

各学年の国語科年間指導計画を作成 した （図 ３

参照）。

　 『身に付けさせたい力』 を位置付けて指導計

画を作成 した ことで， 「話すこと ・聞くこと」

における指導内容 ・評価内容を焦点化す ること

ができた。

　また，年間指導計画に指導後の記録を直接残

したことで，年間指導計画 を見直す際の具体的

な視点をもつ ことができるようになった。
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【図 ２　 ６年間を見通 した 「『身に付けさせたい』13の 表現様式とその詳細」】

【図３　 第 ５学年国語科年間指導計画 （一部抜粋）

(3)評 価方法の工夫改善について

○　 「話すこと」については，発表会や討論活

動等の，実際に話す活動が単元の中に位置付

けられている場合には，【観察】や 【発言】

の方法を用いて評価を行った。また，文章を

構成す る場面では，【学習シー ト】（話すため

の組立てメモや原稿等）で評価 し，授業後に

分析を行 うようにした。

○　 （前時までに作成 した）学習シー ト等を活

用して話す場面では，【観察】の方法を使い，
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話す児童の声量や速さ等を 「言語事項」 とし

て評価 した。「話すこと」 と「言語事項」の

評価を，単元の中で効果的に組み合わせるよ

うに した。

○　 【学習シー ト】で評価す る際には， 「『身に

付けさせたい』13の 表現様式 とその詳細」

の視点を踏まえた学習シー トを作成するよう

にした。 このことにより，児童はその時間に

身に付けなければいけない内容を意識し， 教

師自身も机間指導の中で，つまずきのある児

童に的確な働きかけをすることができた。

○　 ビデオやテープレコーダー等の 【視聴覚機

器】の活用は，児童の姿 （声）を記録 として

残すことができ，実現状況を的確に把握でき

る評価方法 となった。曖昧 さが減 り，評価の

信頼性を高める上でも有効であった。また，

【視聴覚機器】を活用 しての自己評価 ・相互

評価は， より具体的で，客観的な評価活動 と

なった。さらには，具体的な児童の姿は，単

元のゴールとなるモデル として提示すること

ができた。今持っている自分の力を明確にし

た り，「やってみよ う」とい う児童の意欲を

喚起 した りすることができた。 「話す こと ・

聞くこと」の授業において，モデル学習が有

効であることを明らかにすることができた。

【写真 １　 前時の学習を振 り返 る様子】（上）

【写真 ２　視聴覚機器を活用して相互評価する様子】（下）

○　教師が全ての児童の評価場面となる学習活

動に直接立ち会 うことができない場合 （例え

ば， ２人組 （ペア）やグループ間で発表練習

をし た りする場合等）には，【学習シー ト】

を使用 して評価することが多かった。必要に

応 じては， 【視聴覚機器】を用いて，具体的

な姿を確認 して評価を行った。

【写真 ３　 ペア学習で発表練習する様子】 （上）

【写真４　 友達の発表について学習シートに記入する様子】（下）

○　 「聞 くこと」については，実際に聞くこと

ができているのかどうかを 【観察】のみで判

断することは難 しく，聞くことができている

かについて， 【学習シー ト】への記述や 【発

表】とい う学習活動において評価す ることが

多くなった （図 ４参照）。

(4)評 価体制 ・指導方法の工夫改善について

○　 ＴＴを活用 して授業実践 したことで，複数

教師で評価することができ，児童一人一人を

具体的に見取ることができた。事前の打合せ

で，役割分担等を明確にしてお くことで，よ

り具体的な評価活動 となった。

【写真 ５　 ディベーター役・進行役を指導するＴ１】 （左）

【写真 ６　 フロア役を指導するＴ２】 （右 ）

○　 形成 的評価 の充実を図 るため， 評価補助簿

を作成 した。評価 規準の視 点に沿って 「指導

と助言」欄 に コメ ン トを入れ た ことで， 評価

した ことを次の指導に具体的に生かす ことが

できた （図 ５参 照）。
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（第 １ ２時 ）　 （第 １ ５時 ）

【図 ４　 第 １２時 と第 １５時で活用 した感想 カー ドの記述の変容 （第 ２学年）】

【写真 ７　 児童の学習の様子を具体的に見取るＴ１】 （上）

【写真 ８　 発表する児童に具体的に働きかけるＴ２】 （下）

○　単元 によっては， ２単位 時間続 けて同 じ評

価規準 を設定 して評価 を行 った。 この ことに

よ り，児童 は繰 り返 し学習す ることができ，

自信 を もって話 す 姿 を多 く見 る ことがで き

た。 ＴＴによる教師評価 において も，授業 中

の情報交換を行 うことで，全ての児童を確実

に評価することができた。また，Ａ評価の児

童の伸びを具体的に見取ることができ， １回

目とは異なった 「十分満足できる状況」の姿

を見ることができた。

(5)単 元 と評価内容の関連について

○　 １人の教師が １単位時間の中で「話すこと」

「聞くこと」を同時に評価す ることは難 しく，

単元計画を立てる際に，評価の観点や評価方

法を詳細に考え，設定するようにした。研究

を進めていく中で，以下のような単元を通 し

ての学習活動と評価内容の関連を見つけるこ

とができた。

ア）　 単元の前半部分では，話す内容を構成

する活動を位置付けて 「話す能力」につい

て評価 した。

イ）　 単元の中間部分では， リハーサルや練

習場面を設定 し，実際に話したことを聞き，
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　視点に沿った内容について聞き取ることが

できているのか 「聞く能力」を評価 した。

ウ）　 単元の後半部分では，発表会等の場面

を設定 し，それまでの学習 したことを踏 ま

えて発表できているのか，声量や速 さなど

の 「言語事項」について評価 した。

　１つの方向性ではあるが， １単元の中の評

価内容を大きく3つ に分けたことで，実現可

能な評価活動を，バランスよく行 うことがで

きるようになった。

４　成果の普及と今後の展望

○　研究発表会を平成20年 ２月20日 に実施

（午後半 日）し，研究成果の普及に努めたい。

その際，研究紀要や評価資料集を冊子及び電

子媒体で配布 し，本研究のねらいや研究成果

等を具体的に報告・説明できるようにしてい

きたい。 さらには，研究主任会等を活用 し，

多 くの学校や先生方に広げることができるよ

うにしていきたい。また，阿蘇教育事務所管

内の全学校へ，研究成果 （冊子及び電子媒体）

を配布する。

○　 「話す こと ・聞くこと」における授業実践

を積み重ねている段階である。その中で，児

童の実現状況を把握す るための評価 につい

て，評価規準，評価方法，評価場面等を具体

的に設定 して，授業実践 ・授業評価を行い，

次の指導に生か してい くようにしている。

○　全学年が 「話すこと ・聞くこと」に関する

学習内容が位置付けられている単元の全てに

ついて，児童の学習の実現状況を把握 し，評

価方法の工夫改善を図ってきた。今後は，「話

すこと ・聞くこと」における単元間での児童

の変容や数値の変化について， さらに詳細に

分析 してい く必要がある。

○　作成 した 「『身に付けさせたい』13の 表現

様式 とその詳細」を授業を通 して検証 し，そ

の内容を精選 してい くことである。また，実

際の評価場面において，計画 していた評価内

容や評価方法では，評価 しにくい場面があっ

た。来年度に向けて，単元計画等の評価計画

の見直しと修正が必要である。

○　評価の工夫改善について，実践的な調査研

究を全職員で行ってきた。そのことを通して，

評価方法や評価体制の工夫改善はもちろん，

「話すこと ・聞くこと」における単元計画作

成の視点や １単位時間の指導過程の改善の視

点 （授業モデル案）なども見えてきている。

評価の工夫改善が，指導の工夫改善につなが

っていることを実感 しているところである。

指導と評価の一体化に向け，より一層の研究

の充実を図っていきたい。
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