
校 長 名 ： 大 島 敏夫

所 在 地 ： 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野1346

電話番号 ：0494-62-0053

Ⅰ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

○教職 員の一人一人が、児童 を主体 とした専 門

職 としての 自覚 と資質の向上に努 めてい る。

○学 校生 活 を全面 的 に公 開 （年3回1週 間）す る

　 「皆小ふれ あい ウィー ク」 を媒体に した開かれ

た学校づ く りを推進 して いる。

○地域 の人材 を積極 的に活用 し、地域 に根 ざ し

た学校 ・ネ ッ トワー クづ く りに努 めてい る。

　 （現在100人 以上登録）

○平成17・18年 度 、県教委委嘱 「体力 向上」 を

受 け、楽 しみなが ら運動に取 り組 み、体力 を高

める児童 を育成 して きた。平成18・19年 度 は、

国立教育政策研究所委嘱 「学力の把握 」 （体 育）

を受 け、個 々のね らい を達成す るた めの学習 指

導の工夫 と改善を 目指 してい る。

２　 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

　　　　　　　　　　　　　 教員数　　21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

「たくま しく、心豊かに生き生きと活動す る子 ど

もの育成」

－個々のねらいを達成する体育学習の工夫と改善

をめざして－

　(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］

　　 ①体力向 上研究 で培った指導力と、現有 組

織を生かして評価研究 に取 り組むことによ

り、学習指導 の改善を通して、よりよい評

価規準や指導 法を明らかにしてい く。〓

（H18）児童 の実態分析の仕方を研究 し、児

　　　童の実態に応 じた評価規準を設定。

　　 ② 子どもたちに確実 に身につけさせたい事

項を明確 にし、それに向 けた授業 展開 を構

成 する。効果的 な評価 の場面や 方法を工夫

し、正確 な評価を 行っていく。〓 （H18）学

習活動の特質や評価の場面に応 じ、児童の

学習習得状況を的確に把握する評価方法を

研究。 目標の実現状況の分析、考察。本時

のねらいを確実に評価する指導展開や、指

導法の工夫改善。

　　［調査研究の対象］

　 第3学 年

第5学年

２　 児童の学習の実現状況と考察

　(1)研 究のねらい

　○　児童の実態分析の仕方を研究 し、児童の

実態に応 じた評価規準を設定を行い、検証
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により精度の高い評価規準を作成する。

○　学習活動の特質や評価の場面に応 じ、児

童の学習習得状況を的確に把握する評価方

法を研究 し、目標の実現状況の分析、考察

を行 う。

　○　本時ね らいを確実に評価する指導の展開

や、指導法の工夫改善を図る。

(2)研 究の内容

① 教師の指導力向上 と授業改善を目指す。

　ア　 タイムテーブルの作成。

　イ　 的確な指導や評価を行 うため、教員の

　 指導力向上を目指す。全教員の研究授業

を毎年実施。

ウ　体育授業の進め方

　講習会の実施。

　 （皆野小スタイル）

・学習規律の確認、準

備運動、整理運動の ［1年生授業研究］

行い方等

　 エ　実技研修会の実施。

・運動技能、評価の仕方等。

② 年間指導計画の見直 しと評価規準表 ・具

　 体の子 どもの学びの姿の表 （資料ではル

ーブ リック）作成を行 う。

　 ア　年間指導計画の見直し。

　 ・学習指導要領の各学年、各領域の技能

　 の内容、態度の内容、学び方の内容を指

　　 導計画に照らし合わせ る。

・指導上の留意点、単元の評価規準の見

　　 直し。

イ　 評価規準表 と具体の子どもの学びの姿

の表を作成。

・器械運動、基本の運動 （器械運動系）

と保健の評価規準表の改訂。

・具体の子どもの学びの姿の手がか りが、

明確になるような表を作成。

(3)児 童の学習の実現状況

① 器械運動 ・基本の運動 （器械運動系）

　ア　関心 ・意欲 ・態度

・オ リエ ンテ ーシ ョンでは、学習 の場 に

ついて理解 させ ることで、子 どもは見通

しをもって学習す る

こ とがで きた。また、

順番や きま りを守 る

こ

とや安全確認をすることの大切 さを 「2年生授業研究」

毎時間指導した。

　 ・教師の声かけだけでなく、「教え合い

　学習」をさせることにより、客観的な視

　点を取 り入れることができた。

イ　思考 ・判断

　 ・場や補助具を多数用意す ることで、め

　あての達成を目指 して練習方法を選んだ

り、工夫した りする子どもが多くなった。

　 ・教師や友達の助言やステ ップカー ドを

参考にして、課題解決の仕方を工夫、改

善 している姿を十分満足できる状況とし

　たが、改善 している姿までには至 らない

子どもが多かった。

　 ・学習カー ドによる評価や子 ども同士の

　相互評価、教師による観察が主な評価方

　法であった。

ウ　運動の技能

　 ・学習指導要領の例示や本校の児童の実

　態から、その学年で身に付けさせたい技

を学年 レベルに合わせて設定 した。

　 ・概ね満足できると判断できる状況から

　 十分満足できると判断できる状況へは、

同 じ内容が レベルア ップするよう指導し

た。授業中の評価方法は、教師のできば

えチェックで行い、学習カー ドを併用 し

てきた。

「5月と10月 は鉄棒 月間」

・学校全体で取 り組む

「鉄棒月間」 を設定 し、

環 境を整えたところ、鉄

棒 ブー ムが起 き、技能の

向上 につ なが った。
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②　保健 について

ア　 関心 ・意欲 ・態度

・ワー クシー トを もとに、 自分 の経験 を

　 振 り返 りなが ら学習 を進 めた ことで、意

　 欲的 に学習で きるよ うになった。

・登下校や廊 下歩行 、遊具の使 い方等 、

児童が身近な生活にお ける健康 ・安全 に

興味を持ち、具体的に

気付 くよう学習を行い、

子どもが意欲的に取 り

組めてきた。

・養護教諭や薬剤師を

ゲス トテ ィーチ ャー と「薬剤師の先生」

　して活用 した。

　・イ ンターネ ッ トも活用 してきた。

　 ・学習 カー ドは本年度 、本校独 自の もの

　を作成。学習指導要領 の内容 に合わせ て

作成 し、身 に付 け させ たい こ とを明 らか

に し、児童 に考 え させ る、学習ガイ ド的

なカー ドづ くりを行 った。

　 イ　 思考 ・判 断

　 ・自分 の経験や 、身近 な人 の経験 をグル

ープで話 し合 わせ て、考えをた くさん出

させ た り、ま とめた りさせ るこ とで、 よ

り思考 を深め ることができた。

ウ　知識 ・理解

　 ・発言 、 ワー クシー ト、ま とめテ ス ト等

　で評価 を行 った。 ワー クシー トの確認 は

学習中に机 間指導で行 った。詳 しくは学

習後 に行 った。

(4)本 年度の成果や課題 の生か し方

① 教師の指導力向上 と授業改善

ア　研 究内容を簡潔 明瞭にま とめてお くこ

　とで、来年度 メ ンバ ーチェンジがあって

も、ま とめを見れ ばす ぐに皆野小 の体育

を実践で きるよ うにする。

イ　 授 業づ く りで作成 した資料 、教材 、指

導案等を次年 度 もす ぐに使 用できるよ う

にす る。

　ウ　埼玉県の 「教育に関する３つの達成目

標」の実現に向けて、来年度 も体育研究

を推進 し、さらなる授業 改善 と指導力の

向上を目指 していく。

　 ② 年間指導計画、評価規準表 ・具体の子 ど

　もの学びの姿の表の活用

　ア　年間指導計画は年度末に再調整を図る。

　イ　 評価規準表や具体の子どもの学びの姿

の表は使いやすい形式にファイル し、

（冊子や職員室HD保 存）次年度も修正 し

ながら活用 していく。

　ウ　器械運動 ・保健領域以外の評価規準表

や具体の子どもの学びの姿の表作成を

今後 ２か年計再で行 う。

３　 評価方法に関する研究成果

　(1)研 究の取組

① 年間指導計画の見直 しと評価規準表

　・具体の子 どもの学びの姿の表の作成

年間指導計画を見直 し、評価規準 ・具体の

子 どもの学びの姿の表作成の手順は、以下

の通 りである。

　ア　低 ・中 ・高学年ブロックごとに、学習

指導要領の器械運動、基本の運動 （器械

運動系）の「技能の内容」「態度の内容」

「学び方の内容」が学年の発達段階に応 じ

た内容になっているか確認 した。また、

単元の評価規準の見直 しも図った。

　イ　 さらに、体育部会で縦のつなが りを確

認。学年ごとの適性や特徴があるか、ま

た、逆転現象がないか検討 した。

　ウ　評価規準表は、単元の目標に照 らし合

わせなが ら、各時間ごとに 「概ね満足で

きると判断できる状況」に加え、「十分

満足できると判断できる状況」 と「努力

を要すると判断できる状況」を作成 した。

また、「評価場面 （評価方法）」をそのつ

ど設けた。平成19年 度版では、レイアウ

トや文宇の大きさ、記号などを修正 し、

さらに見やす くしている。
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　毎時間、どこで何を評価するのかが明

確化され、確実に評価するようになった。

エ　評価規準表の表現をより具体的にして、

誰 もが確かな評価ができるような具体の

子 どもの学びの姿の表を作成 した。

② 教師の指導力向上と授業改善

全ての子 どもが、運動のもつ楽 しさや喜び

を味わいながら体力を高め、教えるべき内容

が、確実に習得できる授業の実践を目指 し、

教員の指導力向上のための研修を行った。

ア タイムテーブルを作成することで、研

究推進の見通 しを示 した計画が明確にな

る。それを全体の教員に周知 ・共通理解

を図ることが、研究を円滑に推進する上

で大切である。

イ　教員の指導力向上を図ることは、的確

な指導や評価を行 うために必要不可欠で

ある。そこで １３学級で全教員の研究授

業を実施 した。 （本年度、体育は6学級）

授業に臨むにあた り、ブロックごとに、

単元で身につけさせたいことを明確にし、

児童の実態から

場の設定や指導

法の工夫を考え

た指導案を作成

した。

研究授業では、 ［2年生授業研究］

評価対象児童を数名抽出 し全教員で評価

し、研究協議会で確かな評価になるよ う

研修 を行 った。 さらに、次時の授業や他

学級にて検証し、修正を加えていった。

ウ　体育授業の進め方講習会を実施するこ

とで、全教員に皆野小の体育授業のスタ

イルを身につけさせた。

体育授業の成立の要は、日頃からの綿

々とした学級経営である。その中で育て

る大切 なポイン トは、学級集団としての

学習規律の確立である。学習規律の徹底

は、学習活動の効率化につながり、授業

における細かな規律の全校統一は、全校

一貫の指導体制の確立につながる
。

エ　地域人材の活用 として

外部からの教育支援を導

入 した。地域の方々に体

育援者として登録いただ

き、打合せ後、支援をお

願いした。 ［体育支援者］

(2)研 究の今後の見通し

○年間指導計画の見直しと改善

○未作成の評価規準表 と具体の子 どもの学び

の姿の表の作成

○来年度 も体育研究を推進 し、さらなる授業

改善 と指導力の向上を目指す。

４　成果の普及と今後の展望

昨年度、国立教育政策研究所の研究委嘱を受け、

校長の基本指針 「皆小だからできる教育、皆小で

なければできない教育」を合い言葉に全教職員が

一丸となって本研究に取 り組んできた。

本研究では前研究の組織がそのまま生かされ、

タイムスケジュールが役に立った。 しかしながら、

取 り組むべき内容が多く、細部にわたり検討を要

したため、研究の進捗状況がはかばかしくないこ

ともあった。けれ ども、研究を着実に推進 してき

たことで、先生方一人一人の力量が高まり、身に

付けさせたいことをしっかり身に付ける指導をす

ることにより、確かな評価へとつながってきてい

る。

　まだまだ取 り組むべきことはたくさんあり、今

後も計画的に実践 していかなくてはならない。決

して、表の作成だけで満足するのではな く、十分

に活用 していきたい。それが子 どもに還元 されて

いくのである。また、近隣の学校にも紹介 してい

く。 さらに、皆野小学校ホームページで現在の研

究内容や研修の様子等を公開し、研究成果の普及

を図っていく。

　研究のすべては 「子 どもたち一人一人のため」

とい う基本理念を中核に、今後も全職員一丸とな

って努力 していく所存である。
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【資料 １】 第 ５学年 　保健 「けがの防止 」

［第 １時 学習 と指導］ ［第 ２時 学習 と指導］ ［第 ３時 学習 と指導 ］［第 ４時 学習 と指導］

［評価規準］ ［学習状況調査］

［ルー ブ リック］ ［学 習 カー ド］

〈授 業改善の工夫〉

・学 習指導 要領 か ら身 に付 け

させ るべ き内容 を確認 「評

価規 準」 「ルーブ リック」を

作成 し，指導 と評価 の一体

化 を図った。

・学習 カー ドを工夫 した。

［ ま と め ］
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【資料 ２】 第 ４学年　器械運動 「鉄棒運動

［ルー ブ リ ック］

［学 習資料］

［評価規準］

［学習状況調査］

　 〈授業改善の工夫〉

・学習 指導要領 か ら身 に付 け させ るべ き内

容 を確認 ， 「評価規 準」 「ルー ブ リック」

を作成 し，評価計画 を立案 した。

・指導方法 の工夫や場 の設定 を中学年 ブ ロ

ックで検討 し，個 に応 じた指導 と評価 を

毎時間，確実 に行 うよ うに した。

・１単位時 間ご との学習カー ドを作成 した。

・ 学習資料 を鉄棒付近に常設 した。

［ ま と め ］
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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　稔

所 在 地 ：神奈川県川崎市麻生区王禅 寺東4-14-1

電話番号 ：044-988-9700

Ⅰ　 研究指定校の概要

１　 学校・地域の特色及び実態

　　緑豊かな閑静な住宅地に位置し，子 どもたち

は恵まれた家庭環境に育っている。保護者は，

学習面だけでなくスポーツ面や芸術面も含め，

教育全般にわたって熱心である。

　　川崎市教育委員会の研究推進校 として平成

15年 度から２年間，さらに17年 度は校内自主

研究 として体育科の授業研究に取 り組んでき

た。子どもたちが生涯にわたってスポーツに親

しむ資質や能力を身に付けられるよう，指導 と

評価の一体化を目指 した研究を進めてきた。ま

た，平成16年 度か ら18年 度までの３年間は，

神奈川県の全ての公立小学校で子どもたちの健

康 ・体力つ くりに向けて取り組んだ 「子 どもキ

ラキラタイム」実践研究拠点校 として指定 され

た。

２　 学校の概要 （平成19年 ５月 １日現在）

教員数23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

子ども一人一人が，体育学習に進んで取 り

組むようになる指導と評価の在 り方について

～ゲーム領域 ・ボール運動領域 ・保健領域～

(2)調 査研究のね らいと対象

［調査研究のねらい］

　　 ２年間にわたり，以下の２点を柱に据え，研

究を進めた。

　① 指導 と評価の一体化

　 目標に準拠 した指導計画や評価計画，評

　 価規準を設定し，授業を展開する。そ して，

より客観的で信頼性のある評価方法を考え，

工夫 し，子 どもたちの学習実現状況を把握

　 する。

　②　学習の系統性の確立

　 ６年間の系統性を考慮した学習指導計画

を基に授業が展開されることにより，各発

達段階に応 じた学力が子どもたちに確実に

身に付くように学習内容を整理 し，系統を

明らかにしていく。

　 また，平成19年 度は18年 度の実践を基にし

　なが ら，評価 したことを次の指導に生かすため，

３観点における実現状況を吟味 した り，学習指

導案に修正を加えた りしながら，さらに的確な

学習指導と精度の高い評価になるように授業改

善を図 り，研究を進めていった。

［調査研究の対象］

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

２　 児童生徒の学習の実現状況と考察

(1)　 授業実践 を通 して把握 した実現状況

　 ３年生 「バ スケ ッ トボール型 ゲー ム （リング

ボール）」の実践か ら

　 子 どもたちの学習の実現状況は，関心 ・意欲 ・

態度 の観点では,「 十分満足でき る状況 （Ａ）」

に達 した子 どもは全体の15％ で， 「努力 を要す

る状況 （Ｃ）」の子 どもは0％ だった。思考 ・判

断の観点 では， 「十分満足できる状況 （Ａ）」に

達 した子 どもは17％ で， 「努 力 を要す る状 況

（Ｃ）」の子 どもは0％ だった。技能の観点では，

「十分満足できる状況 （Ａ）」に達 した子 どもは

21％ と少 し高 くな り， ４％の子 どもが 「努力を

要す る状況 （Ｃ）」 にあった。

　習得型 ともい える授業展 開で， ドリブルやパ

ス といった基本的な技能が身に付 くための活動

をきちん と確保 した。そのため単元前半 ではボ

ールの扱 いに戸惑っていた子 も後半にはボール

の扱いに慣れ，ゲー ムの中で ドリブルやパス，

シュー トを行 うことができるよ うになった。 ま

た，ゲーム中ボール を持っていない時の動 き方

を伝 えるこ とで，苦手意識 をもろていた児童 も

安心 してゲームに臨む ことができ，意欲 も高ま

っていった。

(2)２ 年間の研究の成果や課題

　 ① 成果

ア　ＰＤ ＣＡの授業のサイ クル をも う一度 見

直 し，授業 の構造化 を図 り，職員全員で共

通理解 を図った。毎時間，子 どもに身に付

けさせたい力 を明確 にす ることで，具体の

評価規準がで きる。そ して，計画的 に評価

活動 を行 った結果が次 の指導 につなが ると

い う学習のサイ クル が，改めて職員間で見

直 され，確認 され た。

イ　指導者 がきちん と評価活動 を行 うことは，

個々に対す る適切 な支援 につ なが り，「努 力

を要す る状況」の子 どもが減少 した。

ウ　６年 間の系統性 を考 えた身に付 け させ た

い力を構造化 して表 にま とめ，明確 にす る

ことができた。
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エ　保健の授業では，子どもが主体的に授業に

臨み，子 どもの視点か ら原理原則を無理な

く理解できるような保健学習になるように

心がけ，授業を実践することができた。

② 課題

ア　集団の中での個の 「思考 ・判断」の高ま り

を評価す るのがなかなか困難であった。学

習カー ドに工夫を加えながら改善を図って

いるところである。

イ　学年ごとの身に付けたい力 と関連付けた

指導の在 り方を常に考えていかなければな

らない。発達段階に応 じた指導内容と指導

方法を探求 している。

ウ　保健指導 と保健学習がきちんと整理 し切

れていない部分が残った。子どもに投げか

ける発問や，ロールプレイングなどの必要

性も含めて，展開そのものを見直 しながら

実践している。

３　評価方法に関する研究成果

　(1)確 かな指導計画の構築

無理のない指
導計画を盛り
込んだ単元指
導計画

年間の指導計画

６年間を見通した指導の系統

　 目標の実現に向けた適切な指導のためには，確

かな指導計画の構築が必要となる。 ６年間を見通

した系統性を確立させ，その内容を年間指導計画

に位置づける。そして，評価計画を適切に盛 り込

んだ単元計画を立て，各単元の学習を通 して身に

付けさせたい力を具体化していこうと考えた。各

学年で学習する内容に必然性が出てきて，しっか

りとした指導と評価が行われていくと考えた。

(2)　確かな評価規準の作成

包括、か ら具体へ （縦の関係）

　まず，指導要領の内容を基に 「単元の評価

規準」を作成する。国立教育政策研究所の資

料を参考にしながら， ３観点をさらに学習の

内容 ごとに規準 として立てていく。

　さらに，この評価規準を基にして，本校の

学習の系統，中心になる動きを考え合わせて

「学習における具体の評価規準」に掘 り下げ

てい く。

　そ して，活動 してい る子 どもの姿をイ メー

ジ し，「見取 りのポイ ン トとなるであろ う子 ど

もの姿」を書き出 して行 く。このよ うに して，

実際 の授業で活用で きる評価規準を作成 した。

「おおむね満足」か ら 「十分満足」へ

（高 さの関係）

　単元の評価規準か ら，具体の評価規準 ・見取 り

のポイ ン トとなる子 どもの姿に落 としてい く際に

は，実際の授業で活用す るために 「おおむね満足

できる状況 （Ｂ）」か ら，「十分満足で きる状況 （Ａ）」，

「努力を要す る状況 （Ｃ）」とい う3つ の状況を明

らかに してい く。

　 （Ｂ） か ら （Ａ） とい うのは，内容 の質的な高

ま りがあるもの とした。

　 （Ｃ） は （Ｂ） の状況に至 らない もの とした。

あえて （Ｃ）の姿を書 き出 したのは，その子 ども

に対す る支援の在 り方 をあ らか じめ用意 してお く

ことができ，（Ｃ）の子 どもを （Ｂ）にす る指 導が

的確 にできると考 えたか らである。

３観点の内容を明確に （横の関係）

　単元の評価規準 ・具体の評価規準を作成する上

で，気を付けたことは， ３観点の内容が明確に区

分できるように，観点ごとに使 う動詞を整理する

とともに文末もそれぞれで統一したことである。

　次に，具体的な子どもの姿を明らかにするため

に抽象的な言葉は避けるようにし，さらに，一つ

の規準を表す言葉に複数の観点の内容が入って し

まうと３観点を明確に分けることができなくなる

ので，他の観点の内容を示す言葉が入 り交 じらな

いようにした。

観点 ごとに文末の約束が守 られているか。

【関心 ・意欲 ・態度 】は、 「～ しよ うとす る。」

　　　　　　 　　　　　　　　 （運動領域）

　　　　　　 　　　　　 「～ しよ うとしてい る。」

　　　　　　 　　　　　　　　 （保健領域）

【思考 ・判断】は、「～ してい る。」

【技能】は、 「～できる。」

(3)　子どもの学びの姿を見取る確かな目の育成

　　きちんとした評価のためには，子どもの学びの

姿を見取る確かな目の育成が必要となる。教師の

指導力を向上させていくためにも，確かな目を鍛

える機会を設定して研修 していくことにした。講

師を招き，評価規準や評価方法について研修を行
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った。そ して，研 究授業の協議では，研修 した こ

とを生か して， どのよ うに子 どもを見取 り，評価

したのか とい う意見交換を行 った。お互いの評価

の根拠 となったこ とを述べ，す り合 わせ ることで，

子 どもの見取 り方や判 断のズ レな どを知 ることが

できた。 この 協議 を何度か繰 り返す ことで，教師

間の評価のズ レが解消 され るようになった。

(4)評 価 と支援 の充実

　支援の手だて を事前に想定 してお く。

　評価 活動 を行い，見 えてきた子 どもたちの状況か

ら，特 に， 「努力を要す る状況 （Ｃ）」 と見 取った

子 に関 して は，あ らか じめ想 定 し，手立てを整理

してお く。子 どもたち全体の学 習状況 によっては，

単元計画の見直 しも視野に入れ て，授業改善 に努

めてい く。

(5)評 価 の進 め方について

　①　 評価 の進め方 の工夫

　　○　重点評価項 目を決 める

　　 毎時間 ３観点 を評価 してい くこ とを基本 に

しなが ら，一時間一時間の学習 のポイ ン トを

基 に，重点的 に指導 した事柄 とリンクさせ て，

重点評価項 目を決 めてい く。

　②　 評価方法の工夫

　　○　授業時の観察

　　ア．TTに よる指導 と評価

　　　６年生の事例 と して，３クラスを ２つの学

習グループに分 け，T1, T2の 二人の教師で

指導 を分担 し，評価 も行 ってい く。 １グルー

プを ６チームに分け， ３コー トで活動 を行 う。

　 T1が Ａ コー トと Ｂ コー トの半分，T2が Ｃ

コー トと Ｂコー トの半分 を観 る形 で進 めた。

　 イ．評価 の観点 と場面 を分 ける。

　　　どの学年 も， １時間の授業の流れ が，前半

は ，準備 運動 的な活動 とチー ムの課題練 習

（特に高学年の場合）で，後 半は，ゲー ムと

なっている。課題練習の場 面 とゲームの場面

で評価す る観点 を分け るこ とで，焦点を絞 っ

て子 どもの活動 を観 察す ることができた。

○　学習カー ドの活用

　　 次の指導への参考と，行動観察だけでは把握

しきれないものや子 どもの内面にかかわるこ

となどを評価するための補助資料 として学習

カー ドを活用 していく。学習カー ドはその時間

で評価す る内容に合わせて作成 し，活用を図っ

たが，特に 「思考 ・判断」を評価するために，

カー ドの改善を行ってきた。また，平成19年

度は，チーム内でお互いの良さや改善点がわか

るような学習カー ドの開発 も視野に入れて研

究を進めた。内容に関しては，今後さらに工夫

していきたい。

４　成果の普及と今後の展望

　 研究初年度は，研究をスター トしたばかりで指

導 と評価の一体化を目指した授業の在 り方そのも

のに視点を置き，職員間で研修を深めながら研究

に取 り組んだ。その結果，本校としての授業のＰ

ＤＣＡのサイクルが職員間で共通理解できた。そ

れは，学習指導要領を基に学習のねらいをもち，

綿密な指導計画，評価計画を立て，評価規準を作

成 し，適切な指導をすることである。

　 しかし，それでもそれぞれの観点の項目に違っ

た観点の内容が入 り込むことがあり，指導と評価

そのものが目標から外れてしまうことかがあった。

　研究 ２年目にはさらに指導と評価が一体 となっ

た学習計画が立てられ，より良い授業に改善され

てきたと考える。今後さらに具体の評価規準を再

度見直しながら，授業実践に取 り組んでいきたい。

　また，「思考 ・判断」の評価方法については，さ

らに探求していき，授業中の観察方法や学習カー

ドの改善などの研究を一層進めながら，よりよい

評価方法を確立していきたい。

　 ２年間にわたり，年度ごとに各クラス １実践 （公

開授業）を中心に据えながら研究を進めてきた。

また，川崎市内，神奈川県の体育研究会や教育課

程発表会などを通じて，授業実践並びに研究実践

報告の場を設け，本校の研究を伝えてきた。今後

もさらに研究を深めていきたい と考える。
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