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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

　 本校では，研究テーマを学校教育目標 「豊か

な心をもち，たくましく生きる児童を育成す る」

の実現に進むべく，校内研修のテーマを 『豊か

な心をもち，たくましく生きる児童が育つ』 と

設定 した。 これは，研究テーマを学校の教育目

標 と同一のものとして とらえることにより，こ

れまでの研究の成果を生かし，学校の教育 目標

の実現を直接 目指す ことをね らったものであ

る。

　 本研究では，子 どもたちが 「豊かな心をもつ

こと」と 「たくましく生きること」を不離一体

のものとしてとらえている。心が育つこと （豊

かな心の育成） と健全な精神 ・身体や，社会の

変化に対応する能力が育つこと （た くましく生

きる力の育成） とがかかわ り合ってこそ，生涯

に渡って主体的に生 きる力が育つ と考えてい

る。

　 本校には学習に意欲的に取 り組み，基礎学力

が高い児童が多い。一方，学習の中で自分の考

えをもつことはできるが， うまく表現できなか

ったり，表現 しても交流が深ま らなかった りす

る様子も見 られる。児童の考えがより広がった

り深まった りするためには， 自分の考えをもっ

た上で，相手に自分の言葉で分か りやす く伝え

る力をつけることが必要であると考える。人と

のかかわ りの中で気付きをもった り，社会生活

か ら自分の考えをもち，それを友達と交流する

ことでより深めていける社会科 ・生活科を研究

教科 として研究を進めている。

２　 学校の概 要 （平成19年5月1日 現在）

教員数　３０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

豊かな心をもち，たくましく生きる児童が育つ

＜副主題 ＞

～人とかかわることを通して，

考える力を育てる授業の創造 ～

(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］

○本校の研究の仮説 「人とのかかわりを通して学

習 していく中で，児童の変容や深まりの見える

実践と評価を重ねていけば，児童に社会的事象

の意味やはたらきなどについて考える力が育

ち，生きてはたらく力 となる。」に基づき，指

導法と評価の研究を進める。

○人とかかわることを通して考える力を育てる指

導と評価の工夫を重点とし，

・調べたことをまとめる

・調べたことをもとに考える

・調べたことを発表する，発表を聞く，話し合う

等

これ らの活動を通して，社会事象に対 してより

よい判断ができるようになることで，公民的資

質の育成を目指 した。
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○特に本校の研究課題である考える力の育成のた

め，どの学年 ・単元でも 「社会的な思考 ・判断」

について，指導 と評価の工夫 ・改善を考え，重

点において研究を行った。

［調査研究の対象］

２　児童生徒の学習の実現状況と考察

(1)第 ４学年の調査研究より

①　小単元について

　 ごみ と言 うと児童は 「きたない」「さわ

りたくない」「くさい」という印象が強い。

また，そのきたないごみを誰が処理 してく

れているかも分かっていない。そこで，い

ろいろな体験や見学を通 して具体的にごみ

が処理されるまでを実感 としてとらえさせ

る。そして， 「た くさんの人々が， 自分た

ちの町を健康できれいにするために働いて

くれているんだ」とい うことに気付かせ る。

次に，自分にできることを考えさせること

で自分 も地域の一員であること，そのため

に協力 していくことが大切であることを理

解 させる。

②　人 とかかわることを通 して考える力を育

てるための指導の工夫

　 考える力を育てるためには経験や知識が

必要 となる。 しか し，児童の今までの生活

経験は様々であ り，ごみに関する経験や知

識 も一人ひとりが違 う。そこで，様々な生

活経験の児童に同 じ学習活動を体験させ，

考えるための経験や知識を共通にする。

（本単元における全児童に共通する学習体験）

・ごみ調べ体験 （教室のごみ，給食室の残

飯，家庭のごみ）

・ごみすて体験 （各家庭で）

・ごみステーション見学

・クリーンセンター大崎の見学

・再生品調べ

③　考える力を育てるための評価の工夫

　本小単元では，収集車の人， クリーンセ

ンター大崎の人，地域の人，学校の職員，

家族 と多くの人 とのかかわ りがある。そこ

で，本時の学習では，町をきれいにするた

めに自分たちができることを考えられない

児童に対 しては，今まで学習 してきた人々

の写真を見せた り，「この人のためにでき

ることはないかな。」 と，声を掛けた りす

ることで， 自分にできることを考えさせる

ようにする。 自分たちができることを考え

られている子には，「誰のためなのか」，「何

のためなのか」としっか りと理由も発言 さ

せ， 自分自身が実行可能なものか，また，

続けていけそ うなものかを考えさせ， 実践

につながるようにする。

④　児童の学習の実現状況に関し把握 したこ

とについての考察

ア　思考 ・判断に関しての考察

　ごみ処理にかかわるたくさんの人々と

出会 うように設定 し，「自分，家庭，地

域や諸機関が計画的に協力し合ってごみ

処理を行っているのだ」 と気付けるよう

にした。その結果，ごみ処理の問題を自

分のこととしてとらえた り，いろいろな

人の立場になって考えた りす ることがで

きた。
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【指導 ・援助の具体例】

十 分 満 足 で き る 状 況 　 Ａへ の 変 容

イ　全体に関しての考察

　ごみステーションでのごみ回収の見学

を取 り入れたことで， 自分が住んでいる

身近な地域のごみの量，働いている人の

思いや願いを実感することができた。ま

た，ごみのゆくえについて，家庭→ごみ

ステーション→クリーンセンター→埋め

立て地や リサイクルセンター と順序よく

丁寧に調べたり見学 したりすることで，

児童の思考の流れ もスムーズであった。

そして，どの場面においても『計画的に』

『協力 し合って』 とい うキーワー ドを掲

示 したり，人 とのかかわりを大切にした

学習を行った りしたことで，児童はごみ

が処理 されるまでの人々の工夫や努力に

気付 くことができた。 さらに， 「ごみの

ゆくえ」 （掲示資料）を使 うことによつ

て， ごみの処理が計画的に協力 し合って

行われていることを児童にとらえさせる

ことができた。この手法は，高学年で学

前時までの児童のノー トや社会科 日記を評価 し，

本時の指導に生かすよ うにする。

お おむね 満足で きる状況　 Ｂへの変容

習する関係図につながってい くと考えら

れる。今後は，児童の生活経験の差をうめ

るための指導の手だてを継続的に研究してい

きたい。

(2)　第 ６学年の調査研究より

①　小単元について

　 本小単元の学習にあたっての，児童への

事前アンケー トの結果か らは，歴史学習を

楽 しい と感 じている児童が多いことが分か

る。しか し，学習の仕方における質問では，

「課題 をみつける」 「調べた ことをまとめ

る」 「調べた ことをもとに考える」などに

ついては，楽 しい と感 じる児童が少ないこ

とも分かる。そこで，学習問題を立てるに

あたっては，インパク トのある資料を使っ

て，なぜ ・どうしてとい う疑問を喚起し，

意欲的で主体的な学習への取組ができるよ

うにす る。また，資料やグラフの読み取 り

をしっか りと行い，資料をもとに考え， 自

分な りの根拠 を示 しやすくする。 さらに，
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小単元の終末では，調べたことを関係図に

表 し，これまでの学習で得た知識を再構成

するとともに，確かな知識をもとにして，

自分自身で根拠をもとに考え，学習のまと

めをすることができるようにする。

②　人とかかわることを通 して考える力を育

てるための指導の工夫

　歴史学習において学習対象とかかわるこ

とは難 しい。そこで，導入 より徳川家光と

い う人物を焦点化 し，児童が一貫して家光

の立場でその時代に立ち，家光の思いや願

いを考えながら学習活動を展開できるよう

にする。また，調べ学習においては，大名

統制 ・身分制度 ・鎖国な どの家光の主だっ

た政策を並列的に扱い調べることで，児童

全体に一定の知識をもたせ， 関係図を作る

ことによってそれぞれの政策を比較 した り

十分満足できる状況　Ａへの変容

【指導 ・援助の具体例 】

関連付けた りしてより考えが深まるように

する。

③　考える力を育てるための評価の工夫

　ワークシー トやノー トに学習のねらいと

自分の考えを書くことのできる場面を設け

る。教師は，学習の評価規準を明らかにし

た学習カルテを用いて，児童一人ひとりの

学びの様子を把握 し，考える視点のア ドバ

イスをするなど個に応 じた支援に生かすこ

とができるようにする。また，関係図を作

ることで，多面的な見方やより広い視野で

考えることができる。さらに，個人→グル

ープ→全体 とい う話 し合いの段階を設ける

ことで，児童の見方や考え方をより多面的

にとらえることができ，より広い視野から

考える力を育てることができると考える。

おおむね満足できる状況　Ｂへの変容

前時までの児童の姿を見取 り，それに合わせた

支援・援助を加え変容をうながす。
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④　児童の学習の実現状況に関し把握 したこ

とについての考察

ア　思考 ・判断に関 しての考察

　関係図に表すことで，それまでの学習

を再構成 し，根拠をもとに自分の考えを

表すことができた。また，個人→ グルー

プ→全体と段階的な話 し合いを設定 し，

互いの見方や考え方の違いを知 り，広い

視野から多面的に考えることができるよ

うになってきた。今後は，関係図の意義

や効果について指導計画の中への位置付

けも含めて， さらに研究を深めていく。

イ　 全体に関 しての考察

　児童に とってとらえにくい学習内容に

ついて，多様な資料を活用することによ

り，その時代の人物の立場に立たせた学

習活動を進めることができた。また，イ

ンパク トのある資料を使って学習問題を

立てた り，課題に基づいて調べる内容や

調べる方法を明確にして調べる活動を展

開した りした結果，児童にとって，意欲

的で主体的な学習を進めさせることがで

きた。また，資料やグラフの読み取 りを

しっか りと行 うことができ，資料をもと

に根拠をもった自分なりの考えをもたせ

ることもできた。 さらに，関係図全体か

ら家光の行ったいくつかの政策同士を関

係付けて， より広い視野から考えさせる

ことができた。このようにして，小単元

の目標にせま り，社会的事象に対 して適

切に判断できるようにな り，社会科の目

標 とする公民的資質の基礎を育てること

ができた。

３　 評価方法に関する研究成果

(1)　評価方法の工夫改善

①　評価規準の作成

　児童の学びの程度を見取るためには，評

価規準の吟味が必要不可欠である。そこで，

学習のね らいに合わせ評価規準の検討を重

ねてきた。「おおむね満足できる」状況 （Ｂ

評価）と 「十分満足できる」状況 （Ａ評価）

とは児童のどのような姿なのかを具体化 し

た。 Ｂ評価については一時間ごとの具体的

な児童の姿で示 し，Ａ評価については指標

として示すこととした。

【十分満 足でき る状況 （Ａ評価）の指標 の例 】

多 面的 に捉 え られ てい る。

今後 の 自分 をイ メー ジ して いる。

資料 をよ り深 く読 み込んで いる。

一つ の こ とを掘 り下 げてい る。

友達 の意見 を参考 に している。 な ど

②　 「学習カルテ」の作成

　児童一人ひ とりに的確な指導を行 うため

に，児童の学びの姿を把握できる一覧表が

教師の手元にあれば，その手助けになるの

ではないかと考えて， 「学習カルテ」を作

成 した。

「くらしとごみ」学習カルテ〓

【学習カルテ】
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③ 多様な表現活動

　ア　 「絵力ー ド」にま とめる

　　 調べてきてきたことや分かったことを

絵カー ドで表すことを繰 り返 していく中

で，気付いたことや自分の考えに根拠を

そえて書 くことができるようになってき

た。

　イ　　「関係図」にま とめる，「関係図」か

ら考える

　　　調べて分かったことを似たもの ・違 う

もので分類 し，図の中に配置する。それ

ぞれの事柄を線で結び，それぞれの関係

を言葉でまとめる。できあがった関係図

全体を見て分かることを考える。これ ら

の活動を通して児童はより広い視野で社

会的事象の意味を考えることができるよ

うになった。

④　　「社会科日記」の取組

　　本校では，「さいたま市国語力向上プラ

ン」とのかかわりとして 「書 く」活動を通

して思考力 ・表現力を育てる取組を各教科

・領域で行っている。そして，社会科では

「筋道立てて詳 しく書 くこと」を目標 とし

て 「社会科日記」に取 り組んでいる。社会

科 日記とは，社会科の学びにおける児童の

自己評価である。 「思ったこと，分かった

こと，もっと知 りたいこと」などを自由に

書かせるようにしている。社会科 日記を書

き続けてい くことで，児童は社会科での自

分の学びを振 り返 り，自分や友だちのよさ

に気付くとともに，学んだ知識を今後の学

びに生かせるようになる。また，感 じたこ

とや考えたことを表現す る力 （書く力）も

育っていく。さらに，教師は児童の学びの

姿 （状態）を把握することができ，今後の

指導に役立てることができる。

【 絵 カー ド 】

【　関係図　】

４　 成果の普及と今後の展望

　(1)　成果の普及について

　　　研究成果 として紀要及び実践学習指導案集

をまとめた。また，研究発表会 （さいたま市

教育委員会指定発表，平成 １９年 １１月 ２７

日）において，授業公開や理論発表を通 して

成果を発表 した。

　(2)　今後の展望について

　　　これまで研究 してきた 「人とかかわる」「考

える力」に基づ く指導の工夫について継続的

に取 り組み，具体的な手だてを指導計画へ位

置付けていく。

　　　また， 「書くこと」の評価を充実 させ るこ

とを基本に，評価に関する研究をさらに深め

実践に生かす。その上で，様々な評価方法を

探 る。そして，全職員の共通理解のもと，実

践に生かしていく。

　　　以上，人 とかかわりなが ら「ともに伸びる」

子ども，教職員であるため，学校課題研究を

生かし，保護者や地域の方々他，多 くの協力

を得ながら，学校教育目標の実現のため職員

一丸となって進んでいこうと考える。
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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 ： 益 田 　 博 美

所 在 地 ： 広 島県広島市安佐 南 区安東 一丁 目

　 　 　 　 　 28番 １号

電話番号 ：082-878-3629

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 １５年度から３年間，社会科実

践研究を重ね，平成 １７年度に第４ ３回全国小

学校社会科研究協議会研究大会の会場校 として

実践を公開 した。

　 その中では，

①　学習指導要領を元に単元の内容を構造化

し， 目標 と内容を明確 にして指導計画をたて

ること。 （内容構造図の設定）

②　授業を行 う際に学習活動やワークシー トを

工夫することで児童の思考を表出させ，個に

応 じた適切な支援を行えるようにす ること。

③　教師は授業後に，目標を達成できたかどう

か，それはどうしてかを構造図 と照 らし合わ

せなが ら振 り返 り，修正を行い次時の授業を

展開 してい くこと。

の ３点に重点を置いた取組を行った。

　 その結果，本校では多 くの児童に問題解決的

に社会科学習を進める力や自分で考える力が身

に付 くとともに，教師には社会科の授業を単元

全体を見通 して展開す る力が付いてきた。その

反面，評価については，研究が不十分であ り，

さらに研究を深める必要があるなどの課題も明

らかになった。

２　 学校の概要 （平成１９年5月1日 現在）

教員数　 ３０　 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

　　　かかわり，考え，高め合 う子 どもの育成

　(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］

　 ①　平成 １８年度の研究に引き続き， 「思考

の結果得られる知識」の実現状況を測るワ

ークシー トの開発 を行 う
。その際，言葉に

よる表現に頼 りす ぎない型を開発する。

　 ②　昨年度の研究の課題であるＢ基準の設定

について吟味する。 Ｂ基準が難 しくな りす

ぎないよう，学習指導要領を精読 し，また，

単元の最終ワークシー トのみで判断せず，

単元全体のワークシー トを見渡 して長期的

な目で判断する。

　 ③　調査研究の対象については，第 ３学年に

ついては全国的な課題 としてあげられてい

る箇所を，第 ４ ・６学年については本校の

研究課題 となっている箇所 を取 り上げる。

特に第 ６学年の単元については昨年度の調

査研究の課題を克服する。

［調査研究の対象］
第 ３学年
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第４学年

第６学年

２　 児童の学習の実現状況と考察

　(1)第 ３学年 「学校のまわ りのようす」

　 ①　単元構成の工夫

　　 本単元は，これまで学校のまわりの様子を

観察 ・調査することに重点が置かれすぎてい

たため，「場所による違いや共通点を考える」

活動が十分行われていない とい う課題が見 ら

れた。

　　 そこで，本校では，ア．同じ川のコースを

取 り上げ，交通網の発達とホタルの生育関係

を比較 して調べ，場所の特色や生活の違いに

気付 くようにすること，イ．平面的な絵地図

を作成するのではなく，立体的な絵地図を作

成 した上で，地図づ くりに移行 していき，土

地の高低や土地利用のイメージを明確にもて

るようにすること，の二つの工夫を試みた。

　 ②　 Ｂ基準の設定 とワークシー トの工夫

本校では，国立教育政策研究所が設定 して

いる 「地域の様子は，場所によって違いがあ

ることを理解 している。」 とい う評価規準を

もとに，Ｂの判断基準を 「地形 ・土地利用 ・

交通など２個程度の特色を具体的に理解 して

いる。」と設定 した。

　　 その上で，単元で学習 した内容が，自分の

知識 として組み込 まれ てい るかを評価 す るワ

ー クシー トとして 「パ ンフ レッ トづ くり」（資

料 １）を行 った。 この ワー クシー トでは三つ

に分 け られ た場所 に，それ ぞれ キャ ッチフ レ

ー ズを付 ける とい う型 を設 定 した。

資料 １　 パ ンフ レ ッ ト

【事例 １】→ 「Ａ」 と判 断 した例

　 田んぼた くさん コース

　 店た くさん コース

　 家 た くさん コース

【事例 ２】→ 「Ｂ」 と判 断 した例

　 自然 いっぱい コー ス

　 車い っぱ い コー ス

　 幸運 をもた らす公 園があるコー ス

③ 実現状況 と考察

　 以上の よ うな取組 を行 った結果,単 元構 成

は,わ か りやす く有効 であった と考えてい る。

　実現状況 （「知識 ・理解 」） についてはＡが

27％,Ｂ が66％,　 Ｃが7％ で,学 習へ の

意欲 ・関心 は高 かった ものの,Ａ 基 準が少 な

い結果 となった。 その原 因 としては,文 章表

現 に頼 りす ぎた ワー クシー トのため,お も し
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ろさに欠ける活動にな り，文章力に自信のな

い児童の実現状況を正確に把握できなかった

のではないかと考えられる。

　 ３コマ漫画に吹き出しで説明をつけるよう

な型のワークシー トなどを工夫する必要があ

ると考えられ る。

　また，Ｂ基準の設定については，概ね妥当

であると考えているが， ３年生にとって初め

て学習する社会科の単元でもあることから，

本単元でＡ基準を設定することに疑問が残っ

た。次の 「市の様子」についての小単元まで

学んで初めて 「場所による違い」が見えてく

るのではないかと考えている。

（２）　 第 ４学年 「ごみの しまつ」

① 単元構成の工夫

　 本単元では，児童の生活に直結するごみ処

理をいかに行 うかを学習するために，導入部

分で，ごみとは何かを具体的に考える活動を

設定 した。また，日頃，児童の目に触れない

「ごみ処理事業が計画的に行われている」こ

とを考えてい くため，埋め立て地の使用期間

延長の事例 を教材 として設定 した。

② Ｂ基準の設定とワークシー トの工夫

　 本校では，国立教育政策研究所が設定 して

いる 「廃棄物の処理にかかわる対策や事業は

地域の人々の健康な生活の維持 と向上に役立

っていることを理解 している。」 とい う評価

規準をもとに，Ｂの判断基準を 「適正処理の

ためもしくは計画処理のために分別 している

ことがわかる記述 をしている。」と設定した。

　　その上で，単元で学習 した内容が自分の知

識 として組み込まれているかを評価するワー

クシー トとして 「ポスターづ くり」（資料 ２）

を行った。児童が見学の際に圧倒された埋め

立て地の写真を用い，看板に市民への呼びか

けを記入す るという型をとった。

－80－

資料 ２ 「ポスター」

【事例 １】→ 「Ａ」 と判断 した例

　 「分別 して ごみをへ らして， うめたて地

を早 くな くな らない ように しよ う ！」

【事例 ２】→ 「B」 と判断 した例

　「・リサイ クル できる物 は リサイ クル し

て くだ さい。

　 ・ごみ を ８種類 に分別 して くだ さい。」

【事例3】 → 「Ｃ」 と判断 した例

　「広島市 のみ な さんへ　心配 しないで く

だ さい」

③ 実現状況 と考察

　以上のような取組を行ったことにより，児

童のごみに関する認識を深めることができ，

より具体に迫 りなが ら学習を深めることがで

きた と考えている。

　 しか し，評価方法については，教師側がワ

ークシー トに 「玖谷埋め立て地は平成 ３２年

まで」と提示 して しまったため，記述内容の

重複をためらった児童が 「計画処理」につい

ての記述を避 けた可能性があることや，文章

力が稚拙で，不十分な記述 をしている児童に

ついては，記入の意図を聞き取らねばならず，

ワークシー トの読み取 りが大変困難になった
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ことな ど，課題 が残 った。

　 実現状況 （「知識 ・理解」） につい ては，Ａ

が ４ ３％ ， Ｂが ４ ９％， Ｃが ７％ となった。

見取 りは大変煩雑 ではあったが，ていねいに

児 童 の考 え を見取 った結果 Ｃは ７％ とな っ

た。

　 Ｂ基準 の設 定 も妥 当であった と考 えてい る

が，それ を見取 るための方法 は，第 ３学年 と

同様 ，文 章表現 に頼 りすぎない ワー クシー ト

を開発す る必要 がある と考えてい る。

３　 評価方法 に関す る研究成果

　 　このよ うに，本校では， これまで あま り評価

できていなか った 「思考 の結果得 られた知識」

を問 う評価方法の工夫 を重ねて きた。そ のため，

単元終末で学級全体で結論 を話 し合 った後，児

童個人 の考 えが高ま った か どうかを検証す るこ

とが できるよ うになった。その 中で，児童 が話

し合 い活動 によ り積極的 に取 り組む よ うになっ

たよ うに思 われ る。

　 また，平成 １８ ・１９年度で下記 のよ うなワ

ークシー トを開発 し，使用 した こ とによ り，大

き く３点 のこ とが明 らかになった。

まず， このよ うな評価方法 を とるこ とで単

元全体で学んだ地域像や時代像，社会のしく

み といった大きな学習内容をイメージ化 して

端的に表現できる点のよさである。児童にと

っては「言葉ではうまく表現できないけど…」

とい うようなことでも，その子なりの学習成

果 として表すことができ，何を学んだのかが

はっきりし，学習への満足感が得 られ，教師

にとっても見取 りやす くなる効果があった。

　次に，このような評価方法をとる際には，

教師は児童の多様な表現方法を予測し，認め

ることを大切にしなければならないとい う点

である。文章表現に限らず，絵や図など児童

それぞれの得意な表現方法のどこかで教師が

見取る姿勢が必要である。一方，中学年段階

では， 「学んだことを生か して」 自由に表現

することは難 しいのではないかとい う疑問も

出た。それを克服するためには児童の発達段

階を考慮し，選択肢を用意 した り，学習場面

を想定 した設問にした りするなど，ある程度

の条件設定が必要ではないかと考えている。

　最後に，このような評価方法として想定で

きるものは，絵による表現，図による表現，

短い言葉による表現 とい う大きく３つの型が

あ ったが，どのような単元であってもこの ３

つの型を組み込めるのではないか とい う点で

ある。ただ し，単元で取 り上げる教材や資料

とあわせて考え，児童にとって唐突にならな

いような必然性のあるワークシー トを設定す

るよう注意 しなければならない。

４　 成果の普及と今後の展望

　(1)　成果の普及

　　 今年度末には本校の取組 をま とめ，研究集

録 を作成 した り，県内の発表会で取組 を報告

したりし，普及に努める予定である。

　(2)　今後の展望

　　 絵カー ドを操作する型の開発を求め られて

いたので，最後に残った第 ６学年 「世界に歩

みだした 日本」で行 う予定である。
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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 ： 高橋 和子

所 在 地 ： 神 奈川 県鎌倉市雪 ノ下3－5－10

電話番号 ：0467-22-0647

Ⅰ　 研究指定校の概要

1　 学校 ・地域の特色及 び実態

　 本校 は，横浜国立大学教育人間科学部の附属

校 として設置 され ，各教科等 の研究実践や教育

実習指導 を 目的 として いる。 ３年前か ら “明 日

を創 る 「人」 をは ぐくむ教育課程 の創造” を研

究テーマ とし，

ア　 自ら行動す る

イ　 人 ・もの ・こととのかか わ り

ウ　確 かに学ぶ

の ３つを柱 に して，研 究授業 を通 した研究 を進

めてい る。 また，一昨年 か ら，小 中連携の あ り

方 を探 っている。

　 小中社会科部 では，「主体的に明 日を創 る人」

を共通の育てたい子 ども像 とし，小 学校 では “

学び方”“ものの見方 ・考え方 ”“事象 に 目を向

けて”の ３つの柱を大切 に しなが ら授業 を行 っ

てい る。特 に，今 年度 は， “もの の見方 ・考 え

方”に重点を置き，研 究を行 っている。

２　 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

教 員数 　 ２３名 （２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

　　　明日を創 る 「人」をは ぐくむ教育課程の創

造　～ともに創 る喜びを感 じる授業を目指し

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］

　　　今年度は，「ともに創る喜びを感 じる授業」

を目指 し，社会的な思考 ・判断を重視 した教

材開発，単元構成，指導計画を工夫 し，授業

改善を図ることにした。

　　　平成18年 度は，

　　 ・自分 とのかかわり

　　 ・様々な立場や視点か ら

　　 ・より広い視野で

　　の３点か ら対象を捉えていった。

　　　19年度においては，より多面的 ・多角的な

見方や考え方をしていけるように，調べ学習

や話し合い活動の充実を図ることにした。

［調査研究の対象］

第 ５学年

２　 児童生徒の学習の実現状況と考察

　 本校の子 どもたちは，鎌倉ならではの材か ら

自分たちなりの疑問を感 じ，そこか ら学習を組

み立てて学びを進めていくことが多い。本単元

では，子 どもたちの身近にある工業製品であり，

しかも鎌倉市内 （大船）にある工場で作 られて

いる化粧品に着 目した。“工業生産に従事 して
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いる人の工夫や努力”を中心に教材研究 を進 め，

何 に焦点 を当て ると子 どもた ちが最後 まで興味

をもって調べてい くだ ろ う， と考 えた。

　化粧 品は季節 ，流行 ， 目的 によって，い ろい

ろな色や機能 を求 め られ る。そのた め化粧 品メ

ーカーでは， 同 じ種類 の製品 をた くさん作 るの

ではな く，多 品種少量生産 を行 ってい る。 この

“多品種少量生 産” をキー ワー ドに して
，学習

を進めていく ことに した。

(1)　授業構想 の工夫

　 化粧品は子 どもた ちにとって身近 になった

と言 って も，まだ縁 遠い工業製 品である。思

考 を進めてい くた めに も，化粧品を身近 に感

じることが大切で ある と考 え，販 売促進 の方

に来校 していただ き，化粧品の効能について

話 を していただいた り，実際 に化粧品に触れ

た りした。 また，保護者が持 って い る口紅の

数 か ら「なぜ，そ んなに数 が必要 なのだ ろ う。」

「ど うや って ，た くさんの種類 の口紅 を作 っ

てい るんだろ う」 とい う学習 問題 を設定 し，

子 どもが思考 しやす い よ うに した。

　(2)　授業方法の工夫

　　 子 ども一人一人の思考を広げてい くため

に，話し合いの形式を取っていくことにした。

話 し合いを活発に進めていくためには，自分

の考えをもつことが大切である。それぞれの

時間の始めに学習問題がわかっても十分な裏

付けや根拠をつかむことができないので，前

時の学習が終わった ときに，子 どもたちと次

時の学習問題を設定する。そ して，次の学習

までに裏付けがある自分の考えをもてるよう

にした。

３　 評価方法に関する研究成果

　 社会科で求める 「社会的な思考 ・判断」はど

のようなものであろ うか。子どもたちは学習を

通 してたくさんの新 しい知識を得ることができ

る。 ただ学 んで新 しい知識 を得 るので はなく，

古 い知識や他 の人 が考 えたこ とをかか わ らせ な

が ら，新 しい知識 を得 た り， 自分 な りの判断 を

下 した りす るよ うにな るもの と考える。子 ども

が どの よ うに思 考 していったか は， 表 か ら見

ることは難 しい。 そ こで，学んだ具体 の知識 を

関連 付けていけば 「なぜ ，生産者 は工夫や努力

を してい るのか」 とい うことを大き く捉 えてい

けるのでは ないか と考 えた。

　 そ こで， まず，子 どもた ちが学んだ知識 を構

造図 に してみた。ａか ら ｄに行 くに したがって，

知識 がよ り具体 になる。 ｄの具体の知識 を関連

付 けて ｃの知識へ ， ｃの知識 を関連付 けて ｂの

知識へ ， ｂの知識 を関連付 けて ａの知識へま と

めていって欲 しい と願 っている。

表 １ ：〈本単元の知識の構造図〉

子 どもの思考が どの よ うに進んだのかみ とる方

法 として，

・普段の授業の発 言

・単元学習が終わ った後 のウェ ッビングマ ップ

の二つ の方法 を取 り入れ るこ とに した。

　普段 の発言で は，自分 の考 えや気付 きをもち，
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話 し合い に参加で きるか ど うか見 る。発言 の際，

他の児童の発言 を自分の考えに取 り入れ た り反

論 した りして発言でき るか，また，以前 の学習

を生か した発 言を しているか ど うかを重 点化 し

て見 る。

　 学習後の ウェ ッビングマ ップでは，そ の子が

その単元を通 し，学 んだ知識 を どう関連付 けて

何 に結論付 けていくこ とがで きた のか を見 るこ

とに した。

　 そ して， この ２つの方法では見 きれない とこ

ろを，毎時間の学習後に書いていたふ りかえ り

カー ドを補助的 に使 うことに した。 このふ りか

え りカー ドには，その時間で感 じた ことや分 か

った ことを記入 してい く。 時間 ごとの子 どもの

ふ りか え りを追 うこ とで，その子 どもの思考や

知識 の変化 を見てい く。 このふ りかえ りで，主

にその子がその授業 で何を 学 んだのか，感 じた

のかみ とるこ とがで きる と考 えた。

(1)　評価 をＡ と判断

　① ａ児 の場合 （学習 中Ａ→学習後Ａ）

　　 ａ児 は，季節や服に よって化粧 品の使 い分

けが されてい ることに驚 き，意欲的に調べ 学

習に取 り組んだ。 工場 見学において も，いろ

い ろな検 査 をなぜ行 っているのか，興味をも

って参加 している。

　　話 し合 いにお いては，

　 ・口紅 の作 り方 が昔 と今 では異 なるこ とにつ

いて， 「金 型方法 だ と失敗 が多 く出る と言 っ

ていた。 しかもできた 口紅 を手で取 りだ して

いた。今 は充填式 にな り， しか も手で触れ る

こ とがない。失敗 も防げ る し，清潔 に作って

い る。お客 さんの 口に触れ るものだか ら，今

の作 り方の方がいい と思った。」

　 ・化粧 品 の工場が ある場 所 につ いて， 「日本

のあ ちこちに工場 があ る理 由は，そ の地方地

方 で必要 な ものを作 って い る。」 とい う他 の

子 どもの発 言 に対 し， 「それ ぞれ の工場で役

割 を分担 して作 った方 が効率 がよい。見学の

〈話 し合いの場の様子〉

時 にも鎌倉工場は 口紅 と基礎化粧品，掛川工

場は男性化粧品， とい うよ うに説明 を してい

た。 だか ら，で きた製 品を全国に運びやすい

よ うに高速道路 沿い に工場 が ある。」 と理 由

をつけて反論 していた。

・「赤 字 を覚悟 でなぜ京紅 を作 るのか」 とい

う学習問題 の時 は， 「Ｓは京紅 を作 って いる

こ とを一般 に知 らせ てい ないのに作 って いる

とい うこ とは，絶対 に欲 しい とい う人がい る

か ら作 って い る， とい うこ と。 “Ｓの京 紅”

が欲 しい人 がい る。 ブ ラン ドってす ごい。」

と前時までの学習を生か した発 言をす る。

・「なぜ 工夫や 努力 をす るのだ ろ う」 とい う

学習では，米づ くりの学 習を引き合 いに出 し

なが ら発言 をす る。

　以 上のこ とな どか ら，普段の学習 において

（Ａ） と判断 した。

我 が国 の工業生産資生堂の化粧品づくりを通して

〈ａ児の ウェッビングマ ップ〉
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　学習後の判断では，

・誰 にで も使 える化粧品

・いい 品物 （ブ ラン ドカ ・プ ライ ド）

・環境への配慮

・生産の 工夫 （本人が気 に していた検査につ

い ても書 かれてい る）

・販売 の工夫 （ＧＴか らの流れか）

の ５本 の思考 の流れが あ り，それが 「顧 客満

足度 １位，昭和20年 代か らシェア １位 」 とい

う結論 に結 びつい てい る。以 上か ら， （Ａ）

と判断 した。

　ふ りかえ りカー ドでは， ａ児の場合， あま

り詳 しい記述 は され てい ない。分か った こと

や感想 が端 的に書 かれ ているこ とが多い。

② ｂ児の場合 （学習 中Ｂ→学習後 Ａ）

　 ｂ児は，化粧 品その ものに興 味をもってい

るものの，今ひ とつ調べ学習 も浅 く，普段 の

話 し合 いにお い て は発 言 をす るこ とが少 な

い。今 回，一つ の工場で800種 類 もの 口紅 を

ど うや って作 って い るん だ ろ うと興 味 を も

ち，工場 見学 に参加 した。発言が少ないので，

ふ りかえ りカー ドを見 る と，800種 類 の 口紅

を作 るため に，大 中小 ロッ トを使 い分 けてい

る工夫 について，見学後 も関心を もち続 けて

いた こ とがわか る。普段の発言 では，調べ た

こ とを自分の感想 を交えなが ら話す。 工場見

学 の感想 と して，「工場 といえば煙 も くも く，

空気 も悪 く歯車 ぎ しぎ し，機械 がいっぱい動

いていると思 ったが，Ｓはそ うじゃなか った。

空気 は渋谷 よ りおい しか った。」と発言す る。

発言 の仕方 はお も しろいが，他 の子 とのつな

が りのある発言はみ られ なか ったので （Ｂ）

と判断 した。

　学習後の判断で は，い くつ もの思 考 に分 か

れ なが ら，最後 に 「お客 にも地球 にも満足 し

て もらい， 日本 の トップ」とま とめている。）

　思考 が分 かれ なが らもあちこちに 「顧 客満

足度 １位」 「日本 の トップ」 とい う言葉 が見

られ る。 ｂ児の知識の具体が，必ず この二つ

の言葉 を通ってい るこ とが分か る。表 １の順

序では ない にせ よ， ａか らｄまでの知識が関

連付 け られ てい るので， （Ａ） と判断 した。

　 これか らの指導 として，興味 をよ り高め，

調 べ学 習 を意欲 的 に行 える よ うにす るこ と

や，話 し合い の場で は 自分 の考 えを少 しで も

発言す るよ うに促 した り，比較，関係 付 けを

した りして発言すれ ばいい こ とな ど，意識 さ

せ てい きたい。

我が 国の工業生産　　Ｓ の化粧品つくりを通して
、

〈ｂ児 のウ ェッビングマ ップ〉

(2)評 価 を Ｃと判 断

① ｃ児 の場合 （学習 中 Ｃ→学習後 Ｃ）

　 ｃ児 は，あま り学習 が得意 ではない。 ３年

の始めの頃，板 書の文字 を ノー トに写す こ と

もままな らない状態 であった。 自信 がな く，

不安そ うな表 情を浮 かべ ていた。話 し合い学

習において ｃ児 が発言 でき るように場 の設定

を した り， ｃ児の発言 を受容 した りす るこ と

によ り，自信 が もて るよ うになってきている。

　 調 べ学習において も，以 前 と比べ調べ る量

が増 えて きてい る。 ふ りかえ りカー ドの記入

もわか った ことだけではな く，新 しい疑 問や

感想 を交えて書ける よ うになってきた。

　　本単元では， 口紅 を何種類 も持 っている人

が多い ことや その理 由， 口紅 の作 り方 につ い

て関心 をもった。 学習が進 むにつれ ， 口紅 の

作 り方や衛 生管理に 関心がい くよ うにな り，

工場見 学後 の感想 で は， 「髪の 毛 もほ こ りも
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落 ちていない。 ここまでや るなんて大変だ な

。」 と自分 の感 想 が述 べ られ ている。また，

自動車 工場 との比較で は， 「Ｓは手 作業が多

か ったけ ど （手 作業 の方 が正確）， 自動車 は

ロボ ッ トの作業の方がいいなんてび っ くり。」

と二つの 事象 を比べ， 自信 を もって発 言す る

姿が見 られた。それまでは，分 かった ことし

か発 言が見 られなかった上，発言 回数 も少 な

か った ことか ら，判断は （Ｃ） とした。

〈ｃ児なりの思考のつなが りが見られる〉

　学習後 の判断で は，工場の環境への取 り組

み につ いて， ｄの具体 を並べて書いてい る。

結論 は ， 「地球 のため を思 って作 って い るん

だな あ」 とある。表 １の ｄの具体が矢印で横

に結 ばれ ている状態 なので，互いの知識が関

連付 け られ ている とは言 えない。 したがって

（Ｃ）と判断 した。

〈ｃ児の ウェッビングマ ップ〉

　今 後の指導 として，一 つの知識 が一つ に進

むのではな く，い くつに も枝分 かれて もよい

ことや矢印が交差 して もよいこ とを助言 し，

ともに ウェ ッビングマ ップを作成 して い くこ

とで，思 考の多様化 を図って いきたい。また，

自信 を もって学 習 に取 り組 んで いけ る よ う

に，他教科における基礎 ・基本的な内容を

ちんと理解 させていきたい。

(3)評 価 を Ｂと判 断

① ｄ児 の場合 （学習 中 Ｃ→学習後 Ｂ）

　 ｄ児 は学習意欲 を もってお り，調べ学習

一応行 って くる
。 学習態度 もま じめで，話

合 いでは人の発言 を よく聞いている。しか し

自分 自身 に今 ひ とつ 自信 がな く，話 し合 い

おいて も発 言 をす ることはほ とん どない。

す と発 言 をす るものの，分 かった ことだけ

を伝 え ることが多い。ふ りかえ りカー ドに

いて も，その時間の感想や 分かった ことが

んたん に書かれてお り，時間 ごとのつなが

はあま り見 られない。そのため，学習中に

ける判 断は （Ｃ） とした。

　　ウェ ッビングマ ップでは，環境 につ いて

別 の知識 が多 く， ｄか ら ｃ，そ して ｂへ の

識の関連付 け と，京紅のつなが りが。しか し

説明的知識へ の関連付 けが見 られ ないので

学習後の判断 は （Ｂ） と した。

　　これ か らの指導 として，学習中の思考が

り活発 化す るために，話 し合いに至 る前に

分の考 えを しっか りともつ よ うに支援 して

きた。 また， なぜだ ろ う， ど うしてだろ う

自分の意見 と比べてみた ら， といった考え

視点 を与 え，話 し合い に参加す る度合 いを

めてい くよ うに して いきたい。

〓我が国 の工業生産 　Ｓの化粧 品づ くりを通して〓

〈ｄ児の ウェッ ビングマ ップ〉
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４　成果の普及 と今後の展望

　（1）成果の普及

　 18年度は,10月19日 に横浜国立大学教育人

間科学部附属鎌 倉小学校 ・附属中 合同研究

発表会を開催 し,授 業公開を した。その際に

配布 した研究紀要,学 習指導案を中心に発信

し,成 果の普及に努める。また,来 年度も自

主的に引き続き研究を行い,来 年度の研究発

表会でも授業公開を行っていきたい。

（2）今後の展望

　 今回の研究を通 し,改 めて子 どもの思考 ・

判断を評価することの難 しさを感 じた。子ど

もたちが得た知識や感 じたことから,思 考 ・

判断の様子を見ようと思い,１ 時間の学習が

終わるごとにふ りかえりカー ドを書きためて

いった。ふ りかえりカー ドは,そ の授業に対

する子どもの学びを見ることができたが,そ

れは個人内評価で しかなく,思 考 ・判断を見

る評価材料としては,補 助的なものであるこ

とが分かってきた。

　 ウェッビングマップは,矢 印によって知識

の関連づけを見ることができる。合わせて,

教師が知識の構造図を作成 し,具 体の知識の

関連付けがどのようにされていけばいいのか

意識 しておくことで,ウ ェッビングマップは

より有効な判断材料 となると思われ る。 ウ

ェッビングマップを見ていると,具 体の知識か

ら一挙に説明的な知識が書かれているものが

ある。このような場合には,本 当にその子が

思考をした足跡をマ ップから読み取ることは

できない。その子の思考の道筋を見 るために

も,知 識の構造図は大切であると思われる。

　 今回,ウェッ ビングマ ップから知識の構造

図を作成 していったが,学 習が始まる前に知

識の構造図をつ くると,子 どもに理解 させた

いこと,関 連付けて考えさせていきたいこと

などが,よ り意識できると感 じた。

　 これか らウェッビングマップをより有効的

に使 うた めに,マ ップを学 習の終 わ りだけで

はなく,学 習の始 めや授業 の流れ の各 区切 り

で書いていってみたい。子 どもの思考 の変化

を読み取 ることがで きるで あろ うと考 え られ

る。

　 ウェ ッビングマ ップを書 くときに,「 工夫

や努 力を中心に書 く」 とい うこと と,知 識 を

つな ぐ矢 印の説 明 しか しなか った。その結果,

子 どもたちは とま どって しまい,あ やふや に

自由に書いて しまったいき さつが ある。書 く

ときに,何 につ いて書いてい けばいいのか,

指示 を明確 に出す必要性 を感 じた。 ただ,あ

ま りにも幅 を狭 めて しま うと,思 考が苦手な

子 は書 けな くなって しま うこともあ るので,

テーマ をはっき りと示せ ば,書 く内容 につ い

てはある程度 自由に させ た方 がいい とも思 わ

れ る。

　上記 の点 を中心 に して今後 も研究 の進展 に

一層勤 めてい きたい
。また,資 料活用 と思考

のつ なが りについて も研 究 して行 けれ ば と思

う。
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