
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 ： 山本 　甚一

所 在 地 ： 新潟 県柏崎 市学校町 １番 ８８号

電話番号 ：0257-22-2196

Ｉ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及 び実 態

　 柏崎市 の中央部 に位 置 し，校 区には市庁舎や

商店街 がある。近 くに柏崎市立第一 中学校 があ

り，小 中が連携 し，義務教育 ９か年 を見通 した

取組や 中 １ギャ ップ解 消の実践研 究を行 ってい

る。 さらに， ソフィアセ ンター （図書館），市営

陸上競技場，ふ るさと人物館 ，中央地区 コミュ

ニ テ ィーセ ンター ，県立ア クアパ ー ク （室内プ

ール，室内スケー ト場），潮 風公園等 の各種施設

が あ り，児童の学習の環境 として恵 まれ ている。

　 今年度，創 立134周 年 を迎 えた。教育 目標 「し

んの強い しっか りした子 ども」を 目指 し，様 々

な教育活動を展 開 してい る。

　 研 究主題 を 「自ら学 び， 自ら考える子 どもを

育て る」と設定 し，「学び を深 める支援 と評価」

をサブテーマに実践研 究に取 り組ん でい る。基

礎 的 ・基本的 な内容 を習得す る とともに， これ

らを活用 して考 えた り表現 した りし， よ りよく

問題 を解決す る探究 の姿 を 目指 してい る。 「学

び の深 ま り」 とは，ね らいや 目標 に示 された各

観点 の資質 ・能力の育成の実現であ り，支援 し

評価 して深 まってい くこ とで あるととらえてい

る。そ こで，一人一人の学びが深まってい く適

切 な過程 として，活動や体験 を振 り返って話 し

た り書いた りす る，つま り言語化 す ることによ

って思考 した り気付 きを明確 に した りす る 「言

葉」 と 「体験 」の学 習プ ロセスを重視 した。 こ

のプ ロセスでは，活動や体験 の充実，課題意識

の高まり，話す ・書 く活動の重視，ポー トフォ

リオの活用，学び合いの場の設定をポイン トと

し，それぞれのプロセスでどう支援するかを具

体化 し実践 している。単元や毎時の 目標に照ら

し合わせ，子 どもたちの学びを深めるためにど

う支援するか，学びが深まっていく様相をどう

見取 り評価 していくかを研究 している。指定を

受けた生活科を中心に，総合的な学習の時間も

視野に入れ，活動や体験を通 して学んでいく子

どもの姿を 「学びの深ま り」とい う視点から支

援 し評価する授業改善に努めている。

研究の構造図

２　 学校の概要 （平成19年 ５月１日 現在）

教員数28名 （６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

　　　自ら学び，自ら考える子どもを育てる

　　　　　　　 －学びを深める支援 と評価－

　(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〕

　　 学びを深める授業づくりの視点を 「活動や

体験を通して，気付きの質を高めていくこと」

と設定した。活動や体験を通 して得 られた気
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付きや工夫 したことを絵や言葉で表現するこ

とによって気付きの質を高めること，そして

さらに次の活動や体験を充実させていくこと

を重視 し，「言葉」 と 「体験」の学習プ ロセ

スの中で，学びを深める支援 と評価の在 り方

を検討す る。

　　　また，発展性や関連性のある活動を繰 り返

しながら気付 きの質を高める大単元を設定し

ている。 この展開の中で学びの深まりを評価

する適切な方法を見いだし，学習の実現状況

を把握す る。

　 〔調査研究の対象〕

　　　昨年度の調査研究で取り上げた大単元の活

動構成や支援 と評価について改善を加え，調

査研究を進める。

第１学年 〔大単元名 ：あそびだいすき ！（27時間）〕

＊以上の単元 において，評価 の ３観 点「 生活への

関 心 ・意欲 ・態度」 「活 動や体験 への思考 ・表

現 」 「身近 な環境や 自分 につい ての気付 き」 を

対象 に研究 を行 った。

２　児童の学習の実現状況 と考察

　単元の目標に示 された各観点の資質 ・能力の育

成を図るために，生活科における 「言葉」と 「体

験」の学習プロセスを以下のよ うに設定した。 こ

のプロセスを基本にした学習展開の中で，評価規

準及び評価の視点に照らして学習の実現状況を把

握 し，適切な支援 と評価の在 り方 を検討 した。評

価の視点は 「Ｂ ：おおむね満足できる」状況を示

しているが，ここでは学習の質的な高まりを把握

するために Ａの実現状況を示し考察する。

　　【「言葉」と 「体験」の学習プロセス】

(1)第 １学年 大単元名 「あそ びだいす き ！」

の実践

　　昨年度 は内容(4)と(6)を 扱 う単元 として構

想 し，４カ所 の公園 に出か ける活動 を組ん だ。

しか し，子 どもたちがいつで も遊べ る とい う

状況 が作 りに くく，友達 との かかわ りよ り出

か けていった場所や 自然 との かかわ りが強調

され る活動 となった。

　 今年度 は，友達 とかかわ りなが ら遊びを発

展 させて さらに楽 しい遊び を作 ってい けるよ

うに，校 地内 にあ る築 山周辺 （チャレンジラン

ド）を拠 点 と した活 動 を構成 し，内容(6)に

つい て気付 きの質 を高 める単元 を構想 した。

【生活への関心 ・意欲 ・態度 】

　 単元① 「チャ レンジ ラン ドであそぼ う」で

は，評価規準 を 「築山周辺 ででき る遊びに関

心 をもち，友達 とかかわ りなが ら楽 しく遊 ぼ
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うとしてい る。」 と設定 し，単元②「 よ うち

えんのみ んな とあそ ぼ う」 では，幼稚園児 と

かかわ りなが ら楽 しく遊 ぼ うとす る意欲や態

度へ と発展 させ る。

　 単 元① では，学級単位で ３回繰 り返 し遊び，

その後学年全体で遊び を紹介 して， １回遊ん

だ。学級単位 で繰 り返 し遊んだ ことで，互い

に刺激 を受 けなが らじっく りと対象 とかかわ

って遊び を工夫 してい くことがで きた。 その

後の学級の枠 を超 えての遊びでは，新たな遊

び に関心 をもち， さ らに遊び を工夫 してい こ

うとす る意欲 をもつ ことがで きた。行 動観 察

や友達 との会話，教師 との対話か ら，身の回

りにある物や 自然物 を利 用 して友達 とかかわ

りなが ら遊び を発 展 させ ていった子 をＡ と見

取 った。また，休み時間での見取 りも心が け，

積極 的 に友達 とかかわ りなが ら遊 びを発展 さ

せ ていった子は，態度 の面でプ ラスの評価 を

す るよ うに した。

　 単元② では， 「幼 稚園 のみん な との遊びチ

ャ ンピオンになろ う」 と投 げかけたこ とで，

よ り楽 しい遊 びを工夫 して くこ とを意識 し，

積極 的にかかわ り一緒 に遊 ぼ うとす る意欲

を高めるこ とがで きた。

　　 　　　 　　ロー プを使 って木 に登 ろう ！

　評価の視点に照らし，行動観察や活動後に

書いた作文シー ト，対話から，遊びやそのお

もしろさを積極的に幼稚園児に伝えようとし

ている姿，一緒に遊ぼうとしている姿をＡと

見取った。実現状況は ３９％であり単元①を

６％上 回った。遊び を継続 させた り日常化 さ

せた りす る活動構成 と支援，遊具がない とい

う環境設定 によ り,自 然物や身近にあ る物 を

使 って遊び を工夫 してい こ うとす る意欲へつ

なが った と考 え られ る。 また，学級か ら学年

全体へ，幼稚園児へ と遊ぶ集団を変 えてい く

こ とで，い ろい ろな人 とかかわ りなが ら遊ぶ

こ とへ の意欲 を高 めることができた。

【活動や体験への思考 ・表現 】

　 単元①では，評価 規準 を 「築山にあ る自然

物や身近 にあ る物 を使 って遊びを工夫 しなが

ら友達 と遊び，それ を言葉や絵 ，文 で表現す

るこ とがで きる。」 と設 定 し，単元② で は，

幼稚園児 と一緒にで きる遊 びを工夫 し表現 で

きるよ うにな ることへ と発展 させ る。

　 築山周辺に ある草花や木 な どの 自然物 ， ロ

ープや板 な どを使 って友達 と協力 しなが ら遊

びを工夫 した りその楽 しさを表現 した りす る

ことができる よ う支援 した。活動の後 に 自分

の遊び の楽 しさを発 表 し合 う場面 を設定 した

ことで，友達 の遊び のお も しろさや工夫 した

点 につ いて情報 を得 るこ とがで き，次の活動

に生 かす子が 多かった。

　 また，幼稚 園児 との遊びでは，一緒に遊び

を楽 しむ とい う活動設定だ ったので，幼稚園

児か らも遊び の ヒン トを得て， よ り楽 しい遊

び にな るよ うに工夫 し合 う姿が見 られ た。活

動後に遊び を振 り返 り，作文シー トに絵 と文

で表現す る時間 を設定 した。遊 びの工夫の様

子 を観察 し，作文シー トに表現 され ている内

容 と合わせ なが ら評価 した。 ここでは， 自分

だけでな く幼稚園児 も楽 しい と感 じて いるか

反応 を感 じ取 りなが ら遊 びを展開 して いる子

をＡ とした。

　 このよ うに，人 とかかわ りなが ら遊び を工

夫 してい くとい う視点か ら個々の活動 を見取

り， よ り楽 しい遊び を展開で きるよ う支援 し

た。 Ａの実現状況 は両単元 とも約 ３０ ％であ

った。
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　次 に紹介す る作文 シー トは ２回 目の幼稚園

児 との遊び の後 に書 いたもので ある。絵 を基

に対話 を しなが ら，木 でいろい ろな遊び がで

き る楽 しさへ の気付 きを見取 った。

（ブ ランコ，風が気持 ちいい木 の上， ロープ

で木登 り，すべ り台）

　 　　 　　 　　 　 Ａ子の遊びの振 り返 り

　 あそん だ ところ は， きのぶ らん こです。

ぶ らん この たの しい ところ は， じぶ ん が あ

しをま わ した らか って にまわ りま した。 そ

れで， とうとうめが まわ りま した。それで，

きをの ぼ ってい た らお ちま した。 き のぼ り

をや めて またぶ らん こをい っぱ いや って い

た らか して とい うか らか して あげま した。

こん どは あい たか らの りま した。 ま え に こ

いだ らきにぶ つか っ てび っ く りしま した。

きはなん で もで き るんだ とお もい ま した。

や ぎ さん もみ てい ま した。 つ ぎは ろー ぷ に

ぶ らさが ろ うと した け どだ めで した。 また

きて ほ しい な とお もいます 。 ○ ちゃん は，

た の しいの をや って るとす ぐくるか らいい

な とお もい ま した。 わた しの あそび ちゃん

ぴおん はぶ らん こです 。

【身近な環境や 自分についての気付き】

　 単元①では，評価規準を 「築山にある自然

物や身近にある物 を使って，楽 しく遊べる道

具を考えた り友達と一緒に遊んだ りす ると楽

しいことに気付いている。」 と設定 し，単元

②では，幼稚園児 と楽 しく遊べる内容を考え

て一緒に遊ぶことの楽 しさに気付 くことへ と

発展させる。

　 遊びのたびに振 り返って書いた作文シー ト

を基に，自分の遊びのおもしろさや工夫 した

点について紹介 し合 う場を設定 した。これ ら

の活動は自分の遊びを改めて見つめ直 し振 り

返 ることにな り， 自分 の活動 についての気 付

きを深 めるた めに有効 であった。また，その

際 ，築 山周辺 の大 きな絵地 図に子 どものかい

た遊 びの絵 を貼 る よ うに した ことが， どこで

どんな遊 びができ るかを互いに知 る有効 な手

立て となった。

　 幼稚園児 との遊びチ ャンピオ ンについて話

し合 う場面では， どの遊びがチ ャンピオ ンか

を決定す るのでは な く， なぜそ の遊びがチ ャ

ン ピオンになるの かを話 した くなるこ とをね

らって学習活動 を展 開 した。 この ような話 し

合 いの場 では，子 どもの発 言内容を教 師が価

値付 けなが らコーデ ィネー トす ることが支援

の ポイ ン トとなった。子 どもたちは， 「友達

と一緒 に遊ぶ楽 しさ，発見で きる楽 しさ，勝

負 できる楽 しさ，風 を感 じる等 の気持 ちよ さ，

チ ャ レンジす る楽 しさ，季節限定 の楽 しさ，

工夫す る楽 しさ」等 ，遊び の工夫や発見，楽

しさにつ いての気付 きを深 めていった。 この

よ うに，楽 しさについてい ろいろな視 点か ら

気付いていった子 をＡ と見取った。これ らは，

遊びでの会話や活動後の作文 シー ト，話 し合

い場面での発言の様子か ら評価 した。特に，

単 元② で は 「(8)自分 の成長 」 にか かわ る内

容 も評価 の対象 として考 え られ るが， ここで

は内容(6)に しぼ り,「 幼稚 園児 と一緒 に遊ぶ

楽 しさに気付 く」 とい う視 点か ら支援 し評価

した。視 点がそれ ない支援 ができ，単元②で

のＡの実現状 況は44％ と，単元① の25％ を

上回 った。本単 元で見 られた内容(8)に かか

わ る内容については，記録 してお き， ２月の

単元 「新１年生 と遊 ぼ う」で生かす ことに し

てい る。

(2)第 ２学年 単元名 「秋 のお楽 しみ 」の実践

１年生の生活科で遊び を通 して友達 とのか

かわ りを深 めた子 どもたちが，探検隊 を組ん

で校 内か ら校 区へ ，友達 か ら地域 の人 々との

かかわ りへ と活動 を広 げてい く単元 を構成 し

た。 昨年度 の 「季節 を先取 りしている商店街
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を探検する→ 自然や生活の変化に気付 く」活

動に 「季節のお楽 しみを計画す る」活動を加

え，地域行事や栽培活動 と関連 させた単元構

成にした。

【生活への関心 ・意欲 ・態度】

　 商店街の春からスター トし，えんま市でに

ぎわ う夏の商店街，秋の訪れを感 じる商店街

と，繰 り返 し商店街 を探検 した。 「柏崎の夏

と言えば ？」とインタビュー した り，季節の

変化に伴ってその季節 らしいものを見付けた

りする意欲が高まっていった。また，「小 さ

い秋見つけたクイズ大会」を設定 したことに

より，友達が驚くような秋を見付けようとい

う日常場面での意欲も高めることができた。

カー ドに見付けた秋を書き留めた量だけでな

く，見付けた うれ しさやその内容を対話から

引き出した り確かめた りして評価することが

有効であった。

Ｋ子　「小さいあき　見つ けた！」 カー ド

☆ どこで何を見つけましたか。

　せんたくものをかわかす ときに見つけました。

☆体のどこで見つけましたか。

　 目で見つけました。

☆ どうしてあきだと思いましたか。

　 さむくなってくるとよくはくから。 さいきんみ

んなはくから。おみせでもうっているから。

【活動や体験へ の思考 ・表現 】

　 春 か ら夏 ，夏か ら秋へ と季節 が変 わ るにつ

れ ，見付 けたこ とや気付 いたこ との表現が豊

かになって いった。 「(5)季節 の変化 と生活」

につい ての評価で は，報告会や クイ ズ大会 に

向けて,秋 だ と感 じたわ けを書 き留 めた り，

詳 しく調べた り，春 ，夏や秋の始 ま りの様子

と比べ て考 えた りす る表現へ と変 わっていっ

た子 をＡ と見 取った。 「(3)地域 と生活」 につ

いての評価 では，探検 で見付 けた ものを生 か

す 「秋 を楽 しむ親子 ウォー クラ リー 」の活動

の中で秋 を感 じた り楽 しんだ りできる よう活

動を工夫 してい る子 をＡ と見取った。 これ ら

を総括 した実現状況は35％ であった。 単元

の中で ２つ以上の内容項 目を扱 う場合 は，評

価 の視 点の整 理 と吟 味が大切 であった。

【身近な環境や 自分についての気付 き】

　 商店街探検 で，見付けた ものを羅列 し，季

節 を吟味 しなか った子 も， 「小 さい秋 見付 け

たカー ド」を もとに， 「ど うしてそれ を秋だ

と思ったの ？」 と問いかけ ることに よ り気付

きを引 き出す ことがで き，季節 を意識 して秋

探 しがで きるよ うに なっていった。また，カ

ー ドに コメン トを入れた り対話を した りす る

こ とに よ り図鑑で調べ る等の新 たな方法 も生

まれた。町探検報告会では，質問への受 け答

えを通 して， 自然や生活の様子が秋へ と変化

して きたことに気付いてい る子，商店街で見

付 けた秋 を家で も見付 けて変化 を感 じてい る

子，友達の発見 と比べて秋 に関す る気付 きを

深めて い る子 をＡ と見取 り，実現 状 況は31

％で あった。 「見 つ けた カー ド」や グル ー プ

での報告 内容 と報告会の振 り返 りカー ドがこ

の評価 に有効 であった。

　 　　　 　　　　 　　　 　 秋の町探検報告会
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３　 評価方法に関する研究成果

　 「関心 ・意欲を高め，実践的な態度を育てる」

「思考力を高める」「気付きの質を高める」を

評価の観点における学びを深める視点 ととらえ

て，評価方法を工夫 し有効性を見いだ した。

　(1)行 動観察による評価

　　 ・評価の視点を具体的な活動の姿で設定する

ように改善したので，子 どもの姿の見取 り

と支援が容易になった。

　　 ・活動の場が広がる 「遊び」や 「町探検」で

は，観察とともにビデオや写真を活用 した

り複数の指導者で情報交換 した りし，子 ど

もの姿を多面的に見取ることができた。

　(2)ポ ー トフォ リオの活用と評価

　　 ・体験や活動を計画した り振 り返ったりする

活動を設定 し，絵や文でかき表 したカー ド

を蓄積 した。 これらをかいている段階やか

き終えたものを読む段階で，気付きや思い

を引き出す言葉がけをした り，表現 してい

る内容に共感 した りす ることにより，思考

を促 し表現につなげることができた。

　　 ・活動を自由に振 り返って書く日記形式のカ

ー ドの他に， 「見つけたカー ド」「お しゃべ

りカー ド」など，評価する内容項 目に合わ

せたカー ドを蓄積することにより，変容を

見取 り評価することに役立った。

　　 ・カー ドを基に話 し合 った りポー トフォ リオ

を再構成 した りする活動を工夫す ることで

思考や気付きの質の高ま りを支援 し，評価

することができた。

　(3)対 話を組み合わせることによる評価

　　 ・活動の様子や表現 された内容を見取るとと

もに，子どもたちの思いや気付きを積極的

に引き出す対話が有効である。

　　 ・子 どもたちが書いたカー ドは 「こうい う考

えで こう書いたのかな。」 とい う思いで読

む とともに， 「～と書いてあるけどうい う

こと？」と確認 した り，思考を促すために

書いてあることの意味を問いかけた り，必

要なことを指示 したりする指導性のある投

げかけを重視 した。このようなかかわ りの

中でより一人一人に対応 した支援 と評価に

努めることが大切である。

　(4)評 価シー トの工夫

　　 ・評価の視点に照 らしながら，一人一人が ど

んなことに関心をもっているのか， どんな

気付きをしているのかを見取 りながら記録

した。このことにより，「誰にどんな言葉

がけをしたらいいか」「誰のどんな様子を

見取らなければならないか」を考えて支援

す ることができた。’

　　 ・単元の特性によって，観点別で整理する表

と活動 ごとに整理する表の ２パターンの評

価シー トを使い分けている。より指導に生

かしやすい形式を工夫 していく。

４　成果の普及と今後の展望

　（1）学びを深める支援 と評価を目指 して

　　　 「言葉」と 「体験」の学習プロセスを基本

にした授業改善を図る。よりよい活動や体験

を構想 し適切な支援 と評価ができるよう 「ど

んな言葉がけや見取 りが必要なのか」を考え

た密度の濃いかかわ りに努 める。

　(2)「 指導と評価の計画」の改善

　　　 「活動や体験」「評価規準」「評価の視点」

「評価方法」の整合性を図る。学習の広が り

や深ま りの結果 としての量的な姿と質的な姿

の両面からの見取 りができるように，評価の

視点を十分検討 し設定する。

　(3)生 活科から総合的な学習の時間へ

　　　生活科での支援や評価の手法を 「総合的な

学習の時間」で生かす。全体計画と内容系列

表を基に活動 を構想 しているが，内容系列表

は生活科の内容項 目にも値す るものである。

内容系列表を指針にしながら質的に充実 した

学習を展開する。10月 の研究発表会をステ

ップに， ２年間の研究を紀要にまとめ， さら

に研究を深めていく。
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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 ： 石原英一

所 在 地 ： 山梨 県中巨摩郡昭和町河西 １５

電話番号 ：055-268-1111

Ⅰ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　　平成 １４年 ４月に， 「多様化する教育内容や

多彩な学習方法，学習システムに対応できる」

ことを目指 して開校 した，開校 ６年 目の学校で

ある。

　　オープンスペース型の教室の他，調べ学習に

対応 した 「学習資料センター」 を １階中央部

に配 した他，全校－斉に給食がとれるランチル

ーム等，児童にとって，学ぶ意欲がわき上が り，

ゆとりとやす らぎの感 じられる校舎のつ くりと

なっている。

　　豊かな自然 と近代的な工業団地， 商業地も抱

えるバランスのある地域を学校区としている。

２　 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

（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］

　　 先行研究 「平成16・17年 度 『全国的かつ

総合的学力調査』」において明 らか となった

課題の うち，以下の三点について，改善を図

ることを目指す。

　 ①　 「気付き」の質や思考力を高める学習指

導の展開

　 ②　 「公共物 と公共施設の利用」の授業実践

上の課題克服を目指 した学習指導の展開

　 ③　 「科学的な思考 ・認識」の基礎を養 う学

習指導の創造

　　 なお，平成18年 度の調査研究 との関係 に

ついてであるが，ね らいの① と②については，

昨年度の実践を踏まえ，学習対象を限定化 し，

一つの学習対象 に繰 り返 しかかわ ることで

「気付き」の質を高める方策を模索 した。ま

た，ね らいの③は，次期学習指導要領改訂に

向け，現行生活科の大きな課題 として指摘さ

れていることか ら，本年度，新たに取 り上げ

た。

　［調査研究の対象］

【1年 目 ：平成 １８年度】

〔事例1〕　 第 ２学年

　　　　　　　　　　　　　　　　教員数22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

　　　生活科における

　　　　 「確かな学力」を育てる学習指導の創造

－考える力をはぐくむ

　　　　　　　　　 生活科学習指導の展開－
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【２年 目 ：平成 １９年度】

　〔事例 ２〕第 ２学年

〔事例 ３〕第 １学年

２　 児童の学習の実現状況と考察

　(1)　「気付き」の質や思考力を高める学習指導

の展開

　　　 本研究では，直感的な 「気付き」ではな

く，思考の発露 としての 「気付き」に，調

査研究対象の 「気付き」を位置づけた。

　　　 更に， 「気付き」を，「気付 く」 という能

力 としてではなく，認識 （知識） として位

置づけた。

　　　 逆に，思考は，その発露 としての 「気付

き」を通 して捉えられる力 （＝能力） と位

置づけた。

　　　 さて，本校では， 「気付き」の質 を高め

る方策の一つ として，「気付き」を交流し，

話 し合う場を設けるとい う方法を用いた。

　　　　 〔事例 １〕では， 「公共物や公共施設は

みんなものである」ことが分かるようにす

るため，町の図書館での探検活動を振 り返
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り，話 し合いを通 して児童個々の 「気付き」

を交流し，町の図書館の利用の仕方を考え

るとい う授業を行った。

　働いている人に関心を抱いて探検活動を

行 ってきた児童は， 「本を整理 して くれて

いる人がいるから，読み終わった本はもと

の場所にもどす」 とか， 「お世話になって

いるから，あいさつをしっか りす る」とい

った，利用の仕方を考え出した。

　一方，図書館を利用している人に関心を

抱いて探検活動を行ってきた児童は， 「勉

強をしていた人や，本 ・新聞を読んでいる

人がいたか ら，静かにす る」 とか， 「図書

館にはみんなで使 うものがたくさんあるか

ら，本やいろいろな物を大切に使 う」とい

った利用の仕方を発表 した。

　児童は，このような個々の 「気付 き」を

交流 しあうことで， 「公共物や公共施設は

みんなものであるとい うことが分かってい

る」 とい う評価規準の状況に， より具体的

かつ幅広くとらえながら到達 していった。

　 さて， 〔事例1〕 では， 「公共物や公共施

設はみんなものであるとい うことが分かっ

ている」 という気付きの質をより高めるた

め，町営温泉に入浴するとい う，具体的な

「気付き」の内容の異なる，もう一つの体

験活動を設定 した。

　即ち，学習事例を複数用いて，そこで気

付いたことを，比較 ・関連づけることによ

り「気付き」の質を高めることをね らった。

　町立図書館の探検活動と同様に，町営温

泉での入浴体験の後に， 「気付き」の交流

を行った。

　その結果，児童か らは， 「お湯がきたな

くなるか ら，タオルをお風呂に入れない」，

「他のお客さんがいるから，しずかに入 る」，

「床がぬれないように体をよくふ く」とい

った，町営浴場とい う公共施設利用上の「気

付き」が，数多く交流された。

　そこで，これ らの 「気付き」を踏まえて，

町立図書館での 「気付き」と比較 ・関連 ・

総合 させることにより，本単元における「気

付き」の質を高めるように仕組んだ。

　具体的には， 「二つの場所 で気を付 ける

ことは違 うけど，大切にしたい心ってどん

な心かな」 と，児童に発問をした。

　その結果， 児童か らは， 「みんなが使 う

物は大切にする」，「多くのお客 さんがいる

ところでは静かにする」，「さわがない」「あ

いさつをす る」といった考えが出，児童の

「気付き」は，一層深まったと判断した。

　ちなみに，本校では，単元を通して児童

に気付かせたい 「気付き」の中でも，この

ような， ものの見方や考え方に通じる 「気

付き」を，「マスターキー」と称 している。

　 さて， このような 〔事例1〕 にかかわっ

て， 「学習対象を複数用いねば，『気付 き』

の質は高められないのか」とい う課題が生

まれた。そこで ２年目の 〔事例 ２〕に取 り

組んだ。

　 〔事例 ２〕では，学習対象を 「公共バス

と運転手さん」に限定化するなかで，評価

規準に示すように， 「公共物や公共施設を

支えている人 々の働 きな どについて考え

る」とい う学習活動を通 して，児童に，「公

共物や公共施設を支えている人々がいるこ

と」に気付かせ る，そのような授業展開を

計画した。

　物事を深 く思考し，正確に判断するため

には，より確かな情報を数多く仕入れた り，

じっくり考えた りする体験が必要 となる。

　そこで， 〔事例2〕 では，実際にバスに

乗車するという観察 ・体験活動を繰 り返 し

させた り，「バスごっこ」を通 して運転手

さんの疑似体験や追体験をさせたりした。

　このような豊かな体験活動を通 して，単

元導入時には，運転手さんの仕事について

全 く知 らなかった児童が， 「運転手さんは
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事故にあわないよ うに気をつけてい る」，

「おきゃくさんの安全を守るようにしてい

る」といったことに気付き，最終的には 「み

んなの命を守っている」 とい う言葉で，運

転手 さんの仕事をま とめるまでに，「気付

き」を高めていった。

(2)　「公共物と公共施設の利用」の，授業実践

上の課題克服を目指 した学習指導の展開

　 　　 『学習指導要領』内容 （４）「公共物

と公共施設の利用」にかかわっては，「公

共物 ・公共施設の利用が単発になって し

ま うこともあり，公共物や公共施設に対

す る意識の高まりに関して，工夫が求め

られる」とい う指摘が，先行研究をもと

になされた。更に， 「支える人の存在を

しっか り意識づける改善が必要」である

とい う指摘もなされていた。

　　　 そ こで，本校では， 「公共物や公共施

設に対する意識 の高ま り」を， 「公共物

や公共施設 はみんなの ものであるこ と

や，それを支えている人々がいることが

分かっている」 （評価規準）とい う 「気

付き」の高まりに置き換え，授業実践に

取 り組んだ。

　　　 改善方法としては，課題の原因が 「公

共物 ・公共施設の利用が単発」になって

いることに求められていたため，繰 り返

し，公共物 ・公共施設にかかわることで，

課題克服を試みた。

　　 　上記， 「(1)　『気付 き』の質や思考力

を高める学習指導の展開」で詳述 したよ

うに，研究一年 目の 〔事例1〕 では， １

８時間の一単元の中に，町立図書館，町

営温泉，電車，等々の数多 くの公共物 ・

公共施設を段階的に取 り扱い，徐々に児

童の 「気付き」が深まるように工夫した。

　　　 更に，この事例に改善を加えた研究 ２

年目の 〔事例 ２〕では，数多くの公共物

・公共施設に出会わせる代わ りに，公共

物 ・公共施設を，子 どもの国 と路線バス

に限定化 し，む しろその限定化 した対象

物に時間をかけてじっくりと向き合わせ

る方策を用いた。

　その結果 〔事例1〕 では， 「（みんなが

使 う） ものを大切にす る」，「（みんなが

集まる場所では）さわがない。静かにす

る」 とい う 「気付き」が， ９０％を超 え

る児童のなかにはぐくまれた。

　更に 〔事例 ２〕でも，子 どもの国への

探検に向け， 「バスの中では席をゆず り

ます」，「バスの中では静かにします」，「他

の学校の子 どもとなかよくじっけんを見

ます」，「使った物は，元にもどします」

といった 「気付き」が，児童間の約束 と

して，児童か ら具体的に表出された。

　 また， 〔事例 ２〕では，公共物を支 え

る人 としてバスの運転手 さんを位置づ

け，バスの運転手さんの仕事をじっくり

と観察させ たほか， 「バスごっこ」と称

して，運転手 さんの仕事を追体験 させた

りもした。

　 その結果， 児童の中からは， 「うんて

んしゅさんはタイヤの確認をしていまし

た」，「うんてん しゅさんは，いろいろな

ミラーをよく見ていました」といった発

見に続けて，最終的には， 「うんてん し

ゅさんはみんなのいのちを守 っていま

す」 とい う 「気付き」を抱くに至った。

　 さて， 「公共物 と公共施設の利用」に

かかわっては，実践上の課題 として，「公

共のマナーについても身に付けさせる必

要がある」 とする指摘がなされている。

　 このことは， 〔事例 １〕〔事例 ２〕に当

てはめて考えると，授業実践を，上記「(1)

　 『気付き』の質や思考力を高める学習

指導の展開」で述べた，「マスターキー」

の獲得で終えてはならない。すなわち，
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評価規準で示 したように，児童の意欲や

態度， 具体的な表現活動を， 「みんなの

ことを考えて利用 した り」，「安全に気を

付けて正 しく利用 しようと」した り，或

いは， 「これか らの生活に生かす」 こと

ができるようにし向けていかなければな

らないとい うことであると，とらえた。

　 そこで， 〔事例 １〕〔事例 ２〕 ともに，

単元の終末に，「マスターキー」の転移

・応用を意図する発展的学習，即ち，具

体的な体験活動を設定した。

　 なかでも 〔事例 ２〕では， ２回目の体

験となる路線バス利用の場面や子 どもの

国での活動場面で，児童が約束 として表

出 した 「気付き」，即ち，「バスの中では

席をゆず ります」，「バスの中では静かに

します」，「他の学校の子 どもとなかよく

じっけんを見ます」，「使った物は，元に

もどします」 といった事柄を， しっか り

と実践する姿が数多 く見 られた。

　 そこで教師は，全ての児童が，評価規

準として設定 した学習状況に到達 してい

ると判断 した。

(3)　「科学的な思考 ・認識」の基礎を養う学習

指導の創造

　 『学習指導要領』内容 （６）「自然や

物を使った遊び」の学習指導にかかわっ

ては， 「将来における科学的な思考や認

識な どの基礎につながるように工夫す

る」，とい う指摘がなされている。

　 ところが，現行の 『小学校学習指導要

領解説　生活科編』の中に 「科学的な思

考 ・認識」にかかわる具体的な記述を見

いだす ことができなかった。

　 そこで，児童にはぐくむべき 「科学的

な思考 ・認識」の内容を，便宜的ではあ

るが， 「動 くおもちゃを工夫 して作 った

り動かした りさせながら，風， ゴムなど

のはたらきに気付かせる」という昭和52

年度版学習指導要領理科 １年の内容（４）

に求めた。

　 現行学習指導要領 とのかねあいから，

〔事例 ３〕の評価規準の文面に，昭和52

年版の記述のような文言は，あえて入れ

なかった。

　 しか し，「動 くおもちゃを工夫 して作

った り動かした りさせながら，風， ゴム

などのはたらきに気付かせる」ことが〔事

例3〕 のねらいであったため，具体的に

は，風の力で動 く帆の車，輪ゴムボー ト，

起き上が りこぼし，空気 ロケッ ト等， １

１種類のおもちゃを教師が提示 し，個々

の児童がその内の一つを選び， 自分で作

って遊ぶ ようにした。

　 この時，風や ゴム，おもりといったも

のがもつ原理や原則を利用 した上記のお

もちゃを使いながら，「科学的な思考 ・

認識」をはぐくませるには，児童が思考

を巡 らす， いわば試行錯誤の場面と，そ

の時間が必要であると考えた。

　そこで，おもちゃ博士からの挑戦状と

称 して， 「きみのおもちゃを， もっと

パワーア ップすることができるかな？」

といった学習問題を提示 した り，友達同

士おもちゃを見せ合いながら工夫 し合 う

場面を設けた りした。

　その結果， ゴムを使ったブーメランで

は， ゴムの長 さを変えて遠 くまで飛ばす

工夫が見られた。おも りの原理を用いる

スキージャンプといったおもちゃでは，

ジャンプ台の長 さを変えて軌道 を長 く

し，高く飛ぶような工夫が見られた。風

の力を利用 して動く車を作った児童は，

風力を強 く取 り入れられるように，風を

受ける帆を大きくさせ るなどの工夫をし

た。

　このような学習状況を教師は， 「いろ
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い ろ な動 きをす るお も ちゃ に関心 を も

ち， 自分 な りに製作や 遊びにつ いての考

えを抱 く」 （関心 ・意欲 ・態 度），或 いは

「遊 び を工夫 す る」 （思考 ・表 現） とい

った評価規準で捉 え， 評価 を行 った。

３　評価方法に関する研究成果

　(1)指導 と一体化 した評価計画を立案 して，学

習指導に当たるよ うに した。その上で， 生

活科 という教科の特性を考え，数時間単位で

（例えば，次ごと）で，各観点の評価を行 う

よう，評価計画を立案 した。

　(2)一方， 各時においては，各時のねらいに即

した評価を行 うように したが，1時 間に，す

べての児童に対して，複数の学習活動の評価

を行 うことは不可能であるか ら，1時 間には

一つの具体の評価の規準のみを設定するよ う

にした。

　(3)単元構想時の指導 と評価の計画立案に際 し

ては，単元を通 して ３観点がバランスよくは

ぐくまれ，評価も行えるようにした。

　(4)研究 １年 目，保護者への説明や，教師の違

いによる評価の違いを少なくするために 「思

考 ・表現」，「気付 き」では， 「書 く」活動を

重視 し，学習プリン トや作品を基本に評価 し

た。 しか し，児童の思考の発露である表現方

法を狭めることは，教師による児童の思考の

見取 りも狭める危険性があることか ら，２年

目の研究では， 「劇化」 といった， 非言語の

表現方法 も取 り入れ， 児童の思考を読み取る

ようにした。

　(5)「 関心 ・意欲 ・態度」では，発言，行動観

察， 自己評価を中心に評価 した。

　　　発言 ・行動観察では，具体的な児童の姿や

言葉について教師間で話し合いを行い，共通

理解を図って指導にあたるようにした。

　　　自己評価は， 「関心 ・意欲 ・態度」が評価

の中心の時間のみ行い，児童の言葉で記述 さ

せるようにした。

　（6）観点別評価にかかわっては，評価規準の内

容を，Ｂの 「おおむね満足できる」状況とし

て位置づけ，その内，特に優れた児童をＡの

「十分満足できる」状況 と評価 した。

４　成果の普及と今後の展望

　(1)生 活科の課題にかかわって

　　①　生活科の学習指導を巡って，本校が研究

の対象 としている 「気付き」にかかわって，

「自分 自身への気付き」を促す学習指導が

少ない， とい う指摘がある。

　 確かに，本校においても，学習対象に対

する 「気付き」の質を高めるということに

ついては精力的に取 り組んできたが，学習

主体である児童の，自分 自身への 「気付き」

については，余 り触れてこなかった。

　 「気付き」に関する研究の，発展的課題

として， 「自分 自身への気付き」とい う内

容にも，取 り組んでいきたい。

　 ②　本年度の研究を通して，思考と表現の位

置づけについては，ある程度整理すること

ができた。

　 その一方で，学習者が表現活動を行 うこ

とを通 して，学習者 自身の考えを整理する

といった，表現することを通 して，思考力

を深めるといった事柄について，研究 自体

が，注視 されてこなかった とい う問題が残

されている。

　学習対象児童 の発 達段階 ともかかわる

が，思考 と表現のかかわ りという点におい

て， この点も，明らかにしていきたい。

　 (2)学 習指導要領の改訂にかかわ って

　 平成10年 度版学習指導要領が改訂 され，

新たな学習指導要領が告示される。

　 改訂の趣 旨や，具体的内容を十分に吟味し，

今回の研究を基礎に，今後とも継続的に，生

活科の研究を行っていきたい。
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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 ：橋本　善充

所 在 地 ：佐賀県唐津市立久里 １８２０番地

電話番号 ：0955-78-0012

Ｉ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　　本校は，松浦川の下流に広がる田園地帯に位

置 している。豊かな自然に囲まれ，周囲には双

水古墳をは じめとす る歴史的名所が点在 し，古

くからの建物なども多く見られ る。そこでは，

　地域の歴史や人々の生活の知恵にふれることが

できる。その一方で，道路や住宅地の開発が進

み，児童を取 り巻 く環境は大きく変化 している。

農家を営みなが ら3世 代同居といった家庭は少

なくなり，校区外か らの転居者が増え，ほとん

どが核家族である。そのような状況の中で，地

域の結びつきも薄くな りつつある。

　　そこで，研究主題 「生き生きと学び合 う児童

の育成」を設定 し，一人一人の思いや願いを生

かしながら，自ら友達や身近な人 とかかわった

り，共に活動 した り交流 した りするとともに，

その児童のよさや成長を的確に評価 し，個に応

じて適切な指導を行 うことができるよう研究を

進めていくこととした。

２　 学校の概要 （平成19年11月1日現在）

教員数　　16名 （　 1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

　　生き生きと学び合 う児童の育成

　～児童が互いのよさや成長を実感できる生

活科の評価の在 り方～

(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］

　　 「生き生きと学び合 う」 とは，児童一人一

人が思いや願いをもち，その実現に向けて友

達や身近な人 とかかわる姿，共に活動 した り

交流 した りすることで友達や身近な人の思い

や願いに触れた り共感 した りする姿，繰 り返

し活動するなかで自ら気付 きを深めた り広げ

た りする姿である。

　 以上のような児童の育成を目指 し，本研究

では，以下の４点について工夫 ・改善を図る。

<視点1>繰り返 しかかわり，よさを実感することが

できる単元構成

<視点2>「身に付けさせたい力」の明確化， 個に応

じた適切な指導

<視点3>学びのよさや成長を実感 した り，活動を修

正 した りする交流の場 ・振 り返 りの場

<視点4>自らかかわ り，成長を振 り返ることができ

る学習環境

　 　 特に， 今 年度 は<視点2>「 身 に付 け させ た い

力」をよ り具体化 し，「的確 に見 取 る」こ と，

「指導 に生かす」 こ とを重点課題 と して， そ

の方策 を探ってい った。

［調査研 究の対 象］

第1学 年～ 「なかよし大作戦」

第2学 年 ～ 「ぼ うけ ん 、 は っ けん ！町 た ん けん 」
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２　児童の学習の実現状況と考察

　(1)1年 「なかよしいっぱい大作戦 Ⅱ」より

　　 ①単元の評価規準＜気付き＞

　学校 には， いろいろな施設や ものがあ ることや生活 を支

えて くれ る人々がい ることを知 り，それ らとかかわ りなが

ら友達 と一緒に生活す る楽 しさに気付 く。

②　小単元 ごとの評価規準

③　本時の評価規準及び評価の視点

＜評 価 の視 点 と見 取 りの 姿 （児童の発するキーワード例）＞

① 友 達が 見つけ た 「 よ さ」や活 動 の よ さ，発表の 工夫 を 称

賛 した り， 質 問 を した り して い る。

　 ・～ とは、初めて知ったよ　　・～ を見つけたなんてすごいね

② み ん な の た め に働 い て い る 人 の人 柄， 一 生 懸命 に 働いてる姿

， 仕 事 や わ た した ちへ の 思 い な どに っ い て話 した り

　 書 い た り して い る 。 ・～ が上手だったよ ・わたしも○○先生みたいになりたいな。

　 ・わたしたちに～ してほしいんだって。　・～ために～の仕事をしてくれているんだね。

③ い ろ い ろ な 人 とか か わ る 楽 しさ や 喜 びに つ い て， 書 い た

り、話 した り して い る。

　 ・優しい先生がいっぽいだね　・一緒に～ して楽しかったよ　・また～ したいな

④ 交流でき た 楽 しさ や 喜 び につ い て 書 い た り話 した り して

い る。 ・○○シールがたまってうれしいよ　・○○さんがびっくりしてくれて、うれしかったよ

④ 評価 と指導の実際＜Ａ児の場合＞

　◎　なかよしいっぱい大作戦 Ｉ

◎　なかよしいっぱい大作戦 Ⅱ

⑤ 学習の実現状況 と考察

　　インタビューだけにとどまらず，共に活

動をしなが ら，学校での生活を支えている

いろいろな人の 「よさ」（人柄や一生懸命

に働いている様子，仕事や児童への思い）

への気付きをもつことができた児童，友達

が見つけた 「よさ」を手掛か りに，さらに

気付きを広げた り深めた りすることができ
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た児童の姿をＡと評価 した。実現状況はＡ

28％， Ｂ72％で，昨年度の結果 と比較する

と，少 しずつ伸びが見られた。これは，昨

年度の実践を基に，以下の視点で授業づく

りを工夫 ・改善を図った成果であろうと

考える。

＜視点1＞繰 り返 しかかわ り，よさを実感すること

ができる単元構成の工夫

　 表 ２の よ うに， 学校 探検 をシ リー ズ化 して

「なか よ しい っぱい大作戦」 と した。 １学 期

を 「もの ・こ と」，２学期 を 「人」 を対象 とし

た ２部構成 とし， 活動 と交流 のスパイ ラル 構

造 を組 む こ とで， 繰 り返 しかか わってい くた

めの手立て とした。 また， 「共に活動す る」 こ

とで 「よさ」や 「思 い」 に触れ るこ とを意識

して， 出会 い の場 を仕組む とともに， 繰 り返

しかか わ りなが ら， 共 に活 動す る場 を設 定 し

た。

　 さ らに， 活動 の節 目ご とに 「よさ」や 「思

い 」への気付 きを交 流 し合 うことで， 児童 の

施設 や人 々 とのかかわ りが 次第 に深 まった り

広 が った りしなが ら， 日常化 へ とつ なが って

いった。

＜視点2＞「身に付けさせたい力」の明確化 と個に

応 じた適切な指導の工夫

　評価規準を基に，活動 レベルでの評価の視点

を設定 し，その際児童が発するであろ う言葉を

「見取 りの姿」として具体化することを試みた。

このことにより，教師が行動観察におけるよ り

具体的なアンテナをもつことができた。それ ら

のアンテナでキャッチした言葉や行動を手掛か

りに，問いかけた り対話 したりしながら，児童

の内面にある気付きを引き出し，価値付けたり

称賛した りすることができるよ うになった。

　また，児童の言動やふ りかえりカー ドなどか

ら収集 した情報を整理するために，評価記録簿

を活用 した。評価情報を観点別に累積すること

で，単元を通 した児童の学びの広が りや深ま り

を見取ることができ，個に応 じた指導に生かす

ことができた。

＜視点3＞学びのよさや成長を実感 した り活動を

修正 した りする交流の場 ・振 り返 りの

場の工夫

表3． 交流 ・振 り返 りの場の 目的

　表 ３の通 り，活動の節目ごとに交流 ・振 り返

りの場を設定した。児童がそれぞれ思いや願い

をもって活動する過程で，生まれてきた気付き

を交流することで，互いのよさを生かしなが ら，

よりよいかかわ りを求めて活動することができ

た。交流の初期段階では，シールやカー ドの交

換による意欲付けも効果的で， シールやカー ド

が増える楽 しみを味わいつつ，意欲的に交流す

る姿があった。また，振 り返 りの場では，カー

ドの項 目を手掛か りに，「楽しかったこと」「う

れ しかったこと」「がんばったこと」な どにつ
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いて想 起す る ことによ り， 自分 のよ さや成長 に

かかわ る気付 きを もつ ことができた。低学年 の

児童な りに 自己評価 力を身 に付 ける ことは， 自

己の成 長に気 付 き，新たな可能性 への期待 を生

み，次の活動への意欲 を育て ることにつ ながっ

てい くと考 える。

交 流 す る 子 ど も た ち 交 流 後 の カ ー ド

ふりか え りカー ド

＜視点4＞自らか かわ り，成 長 を振 り返 る こと

ができる学習環境 の工夫

全校児 童が毎 日通 る 「つ どいの広場 」 を，生

活科のコー ナー として位 置付 け，学校 マ ップ と

生活科暦 を掲示 した。 マ ップ と暦 は，でき る限

り児童の作品 や 写真 を活用す るよ う留意 しなが

ら， １年間の活動の足跡 と して完成 させ ていっ

た。 その 中で，以下の よ うな成果 が見 られ た。

・児童は， 自分のカー ドや ワー クが掲示 され る

ことに喜び を感 じ， 自己の成 長に気付 くことが

で きた。

・友達のカー ド等 を見 ることで、薪 しい気 付 き

や学び方の指針 を得 るこ とがで きた。

・少 しずつ完成 してい く学校 マ ップや暦 を見な

が ら， これか らの学習への期待感 を喚起す るこ

とがで きた。

・生活科の学習で取 り組み を全校 の児童や 先生

方 に理解 を求 めるこ とができ， 日常的 なかか わ

りを支援す る協 力体制 づ くりができた。

(2)２ 年 「ぼ うけん ・発見 ・町たん けん」

　 　 ～久里のひみつ大発 見

　 　 ※ページ数の関係により省略～報告書2を参照のこと

３　 評価方法に関する研究成果

(1)「 身に付けさせたい力」の明確化を図る手

順と評価 を生かすための留意点が明らかにな

　った。

一人一人が生き生きと学び合 う生活科の 授

業 とは，一人一人の児童に学力を確実に身に

付けさせると共に，児童 自身がよさや可能性

を生か しなが ら，学びを広げたり深めた りし

ていく授業である。児童の実態及び 目標や内

容のね らいをふまえて，一人一人の児童のよ

さや成長を的確に見取るための評価を工夫す

るとともに，それ らを生かして個に応 じた適

切な指導ができるようにすることが大切であ

る。

ア　 「身に付けさせたい力」の明確化
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イ　 的確に評価 し，指導に生かす

　 評価規準，評価の視点を設定しても，実際

の授業場面では，児童のよさを見取 ることは，

なかなか難 しかった。そこで，本校では，評

価の視点を基に，児童が発するであろう言葉

をキーワー ドとして，児童の姿を具現化する

ことを試みた。こうした 「見取 りの姿」を想

起することで，授業や 日常場面で発せ られる

児童の言葉やカー ドの記述の中に，児童のよ

さを見取る手掛か りを見つけ，対話によって

引き出すことができるようになった。

　 また， これ らの実践を通 して，具現化する

ためのモデル を作成 した。評価規準や評価の

視点，見取りの姿を設定す るにあた り，単元

ごとの内容 を盛 り込みながら，「身に付けさ

せたい力」を設定す る手掛か りとして活用す

ることができ，効果的であった。

　 さらに，おおむね満足できる状況へ導くた

めの手立て，特に指導を要するであろうと思

われる児童についての手立てをより具体的に

考えておくことで，実際の授業場面において
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も見取った ことを指導 に生 かす ことができる

よ うになつた。

（2）児童が互いの良さや成長を実感できる評

　　価に向けての留意点が明確になった。

◎学びのよさや成長を実感する交流の場 ・振 り

　返 りの場の工夫

○ 自 己 評 価 ・相 互 評 価 の 場 と して

・児童 は自 らのよさや成長 に気付 くことがで きた。

・友達 との交流は， 改 めて 自身 を見つ め直す 場 とな りそれ

まで気付 か なか った 自己の よさや成 長 に気 付 くこ とがで

き， とても有効で あった。

・交 流への意欲を高 める手立て の一つ として， シールや カ

ー ドの交換 も効果的であ った
。徐 々に友 達か ら発せ られ言

葉や称 賛 され る内容に関心が高 まってい くよ うに， 言葉掛

けを しなが ら，移行 してい くよ うにす る必要があ る。

○ 他 者 評 価 の 場 と して

・よ り具体的な 目指す児童の姿 を示す こ とで， 保護 者や地

域 の方 も， 「共 に活動 す る」 とい つた 「思 い」に触れ， 「よ

さ」 を実感 するための場を設定す るための協力者で あると

ともに， 支援 及び評価の協力者 としても， 大変重要な役割

を果たす ことがで きた。

◎ 自らかかわ り、成長を振 り返ることができる

　学習環境の工夫

○ 自 ら か か わ る

・毎 日目にふれ る場所が効果的。

・１年間かけて完成 してい く楽 しみがある。

・徐々 に変化 してい く楽 しみがあ る。

・自分のカー ドや写真が展示 され る喜びがある。

・いつ でも， 見つ けたよカー ドを書いて貼 るこ とで， かか

　わっていけ る。

○ 成 長 を 振 り返 る

・活動の節 目ごとに， みんなで振 り返る
。

・カー ドの記 述や活動 中の写真 （表情 ・様 子 ・行動 な ど）

　か ら当時 を想起 した り，現在 と比較 しなが ら成長 を感 じ

る。

４　成果の普及と今後の展望 （※変更）

　今年度は， 「身につけさせたい力」をよ り

具体化 し，児童一人一人のよさや成長を的確

に見取 り，指導に生かすことを重点課題 とし

て，その方策を探ってきた。その成果として，

「身に付けさせたい力」の明確化を図る手順

や児童が互いのよさや成長を実感できる評価

に向けての留意点，それ らの評価を指導に生

かすための留意点が明確になった。

　そして，これ らの成果については，公開授

業研究会や実践発表等を通 して，近隣の学校

に提案することができた。

　今後は， 「児童が互いの良さや成長 を実感

できる生活科の評価」をよ り妥当性の高いも

のにしていきたい。 さらに、それ らの手法を

生かしながら，どのように総合的な学習の評

価を進めていくべきかについて，研究を進め

ていきたいと考えている。
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