
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 ：福 家眞也

所 在 地 ：東京都小金井市貫井北町４ －１ －１

電話番号 ：042-329-7833

Ⅰ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　 大学のキャンパスの一角に位置 し，大学教官

と連携 した教育活動 ・教育研究を推進 している。

国内外を問わず来校者 ・参観者が多い。

　 平成16年 度より，　 「学び合いを促す指導と評

価」を主題に設定 して研究に取 り組み，公開研

究会をこれまで ５回実施 し，平成19年 秋にはま

とめの一端 として書籍を出版 した。

　 生徒の多くは，素朴で自主的に諸活動に取 り

くんでいる。また授業では積極的に課題追求に

励む生徒でもある。3年 間でのべ14日 間の宿泊生

活を設定するなど，体験的な教育活動が充実

している。

２　 学校 の概要 （平成19年5月1日 現在）

教員数　 20名 （2名 ）

Ⅱ　 研究の内容及び成果等（技術分野）

１　 調査研究について

　（1）研究主題

　学び合いを促す指導と評価

（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］

　目標等の実現状況の把握では，

ア ：自ら学ぶ意欲や思考力，判断力，表現力，

などを含めて児童生徒の学習状況を適切に評

価できるようにする。

イ ：指導に生かす評価を充実 させる。

ウ ：教員にとって過大な負担 とな らず，評価

の改善に生かすことができるようにする。

エ ：学校における評価の研究や実践の成果を

生かす。

オ ：保護者や生徒にとっても理解 しやすい表

現になるようにする。

　 実際の指導 と評価 との関係では，

A：生徒一人一人の可能性を積極的に評価 し，

豊かな自己実現に役立つようにすること

B：生徒の個人 として優れている点や長所など

を積極的に見出し，それを生かす ようにする

ことができる授業実践を行 う。

　［調査研究の対象］

　 モノづ くりの要であり出発点である 「設

計」を重視 している。調査研究の対象は，第

１学年の後期から指導する 「A技 術 とものづ

くり」の 「（2）製作品の設計」とする。

　 本校では，学習指導要領の 「A技 術ともの

づくり」を， 「ものづくりⅠ」と 「ものづく

りⅡ」の二つの題材で構成 している。

　 「ものづくりⅠ」では＜板材を使った製作品

の設計と製作＞ を扱い，　 「ものづくりⅡ」で

は＜コンピュータ制御のロボットカー＞を扱
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ってい る。 どちらも子 ども自身 の創意 工夫が

生か され る余 地が大 き く，意欲的 に取 り組 め

る題材 である。

コンピュータ制御の ロボ ッ トカー

　 学習指導要領では 「A技 術 とものづくり

（2）製作品の設計」での指導内容を

ア　使用 目的や使用条件に即 した製作品の機

能 と構造について考えること

イ　製作品 に用いる材料の特徴 と利用方法を

知ること

ウ　製作品の構想の表示方法を知り，製作に

必要な図をかくことができること

としている。技術 ・家庭科のものづ くりは，

＜自由に何でも作ればよい＞のではなく，多

少の困難 さを伴った＜技術的に解決すべき問

題 ＞が意図的に用意 されなければならないこ

とを示 している。

　ひとつのモノを作 り上げるには，継続 した

努力や忍耐，多くの時間を要する。 したがっ

て，学習の出発点では製作への強い動機付け

が必要であり，製作品の完成まで学習意欲 を

持続させ る方策を用意する必要がある。そこ

で，　 「学び合いを支える学習環境」づくりを

この2年 間の取 り組みの中心とした。

２　 生徒の学習の実現状況 と考察

（1）学習活動 と学び合いを支える学習環境

　技術 ・家庭科の学習は教科書や資料集など

紙からの学習 ・抽象的な学習だけではなく，

そ の中核 をなす のは 「体験的活動」で ある。

そ の学習活動 には，子 どもが はた らきか ける

対象 と しての 「モ ノ」が存在 す る。 技術 ・家

庭 科の学習活動の 中核 は，モ ノにはた らきか

け ＜為す ことに よって学ぶ ＞学習活 動であ り，

そ こでは，単に頭 で理解 しているだけでな く，

知識や技能 を実 際に使 うこ とが重要 になって

くる。そ して，知識 ・理解は生 きて はた らく

力 とな り，技能 は実際 にモ ノをつ くる学習活

動 によって身 に付 き， ＜今の 自分にで きる現

実の成 果 ＞とな って子 ども自身に返って くる

のであ る。 自分 自身が主体 的に取 り組 んだ学

習活動 の中で＜わか るか らできるへの飛躍 ＞

が起 きた時，子 どもたちはそれ までの学習 が

楽 しい ものであったこ とに気付 き，学習 に喜

び を感 じるこ とができるの である。モ ノづ く

りは ＜ゼ ロか ら始 ま りひ とつのモ ノをつ く り

あげてい く創 造的活動 ＞で あるか らこそ，他

教科等 の学習か らは なかなか得 る ことのでき

ない 「成就感 ・達成感 ・満 足感」 を得 ること

ができ る。

技術・家庭科の学習

モノにはたらきかけることの学習効果は大き

いのであるが，そこには子 どもにとって乗 り

越えなくてはならない＜解決すべき問題＞が

多 く存在する。技術 ・家庭科の学習活動の中

核をなす 「体験的活動」は，それ自体が広い

意味での 「発展的な学習」 としての性格を持

っている。発展的な学習を＜個性 を生かす教

育のひとつのあり方＞として考えるとき，
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「モノづ くり」において一人ひ とりの子ども

の良さをさらに伸ばし，その子 らしさを発揮

することを促す教育活動を展開するには 「自

由設計」が第一の選択であると考えている。

しかし，ここでの学習は，中学入学以前の子

どもたちが経験 しているモノづくりとは大き

く異なるので，子どもたちの学習を支える工

夫や手立てが必要となる。また，最後まで学

習意欲を持続 させて作品の完成に導くための

指導が必要である。

＜学び合いを支える学習環境づ くり＞

コ ンピュータ室での学習

＊設計 の始 ま りか ら構 想の検 討までの各段階 で利用 でき

るよ う， これまでの製作品の画像データをサ ーバー に蓄

積 している。

＊先輩の製作品や仲間の構想に学び，各 自が 自分の構想

を機能 と構造 とを関連 させて再検討 し， さらに創意工夫

を加 えた製作品の構想に まとめ ようとす る。

２年A組 ＊ ＊番 　 ＊ ＊ ＊ ＊

コン ピュー タ活 用の 「作 品紹介」

書画カメラとプロジェクタの活用

＊お互 いに 自分の製作品 の構想 を発表 して，他か らの評価や

問題点の指摘 を受 けることで，新たな問題解決を迫 られる。

＊構想図 と材料取 り図 を同時 に提示す ると理解 しやすい。

構想模型 と完成 した作品例

＊設計では，使用 目的 や使用 条件 に即 した製作品の機

能 と構造 を考 えて構 想する ことになるが，頭の中だ け

で想像 して一気に立 体的に考え させ ることは難 しい。

そこで，構想の段階では実際の ４分の １の構想模型 を

製作させている。本校では厚 さ16ミ リの板材 を製作 に

用いるので，模型の製作に は厚 さは ４㎜ のバルサ材 を

用いる。バルサ材 を用 いるのは繊維方 向を考 えた材料

取 りをさせ るためで ある。
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（2）実現状況 と考察

　 常に，＜誰のための評価か＞，＜何のため

の評価か＞を考え，以下のよ うな点に配慮 し，

指導に生かすようにしている。

① 評価規準は生徒 にとっては努力 目標でも

あるので，実際の授業では教師の指導の中に

生徒への要求 として現れてくるものである。

ここで教師は，生徒全員が評価 「Ｂ」以上 と

なるように指導することを前提 とすべきであ

り，そのために最大限の努力をすべきである。

②　実際の評価は，生徒の学習意欲を高める

ような内容 と方法であるべきである。学期末

に評定を出すためだけに評価 しているのでは

なく，今現在 と次の段階への学習指導のため

に評価を行っているのである。

③　授業中の観点別評価をそのまま点数化 し

て直接学期末の評定には利用 しない。観点別

にＡＢＣに＋－を付けた5～7段 階で評価 して

いるが，それはあくまでも学習指導のための

評価であり，最終的には全員が評価 「Ｂ」以

上 となるための 「指導のために行 う評価」で

ある。特に＜モノづ くり＞では 「Ｂ」以上の

評価でないと次の段階に進ませないようにし

ている。

④　今後は，自己評価を中核 とした評価を実

施 してい くようにしたい。 自己学習力を高め

るには， 自己評価が適切に行える力をつける

ことが必要である。授業や学習成果の発表の

場面で，他者か らの評価も受けて自己評価の

妥当性を検討させる機会をつ くってい くこと

が効果的である。

⑤ 本校では，定期考査 （ペーパーテス ト）

を実施 していない。学期の途中や学期末に形

を変えたテス トを実施することはあっても，

実施 日を合わせて他教科 と一斉にテス トを行

う定期考査は実施 しない。テス トに頼 らず，

作品， レポー ト，ノー ト，学習記録などを評

価資料として利用 している。

⑥　評価方法は無理な く実施でき継続可能な

ものにする。授業時間数の関係か ら，技術 ・

家庭科の教師は一人で全学年 ・全校生徒の評

価に関わっている場合が多い。各学年週に1

時間ないし2時 間の授業であ り，しかも実習

を中心 とした授業では50分 の授業時間内に後

片付けまで行 うのである。毎時間すべての生

徒の細かな評価を行ってそれを記録すること

は現実的ではない。評価資料集めのための生

徒観察に追われ ることよりも，実際に指導す

ることや授業の準備に時間をかけたい。

⑦ 「関心 ・意欲 ・態度」の評価には，生徒

による自己評価や教師による観察記録 （チェ

ックリス ト）がある。授業時間内の評価は，

学習活動を観察 して＋－両面で気になる生徒

のチェックを中心にしている。特に自分か ら

進んで積極的に活動 している生徒には 「Ａ」

を，意欲がない，提出物が出せないなどが顕

著な生徒は 「Ｃ」 としている。 しか し，よほ

ど顕著なものでないと 「関心 ・意欲 ・態度の

評価」に客観性を求めることは難 しい。外部

か らの観察や提出物などの状況を見て意欲が

ないと決めてしまってよいのか，情意面を点

数化す ることができるのかとい う疑問が残る

のである。 しかし，技術 ・家庭科の学習活動

では，すべての生徒が 「関心 ・意欲 ・態度」

で評価 「Ｂ」以上を達成できるはずである。

⑧　　「工夫 ・創造」における評価では，完成

した作品や レポー トなどに工夫 ・創造がはっ

きりした形になって現れているか どうかを見

ている。工夫 ・創造に努めている生徒を見い

だして 「Ａ」と評価することに努めたい。工

夫 ・創造の評価が 「Ｃ」とい う生徒はよほど

のことがないかぎ りあ りえないと考えている。

⑨ 「技能」における評価は，作品や レポ－

トなどの製作物からできるが，作業中の技能

の評価 （直接点数には結びつかない）や生徒

による自己評価を仕組んでいく。実習では作

業中の技能の評価を行 うが，それは指導のた

めである。作業中の技能の評価を点数化 して
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最終の評価には使用 しないようにしている。

評定のための資料集めではなく，指導によっ

て最終的には全員 「Ｂ」以上となるように指

導することに力を注ぐべきであると考えてい

るからである。特に＜モノづ くり＞では

「Ｂ」以上でないと先には進めない。ある時

点での評価 「Ｃ」の生徒は，その時間内ある

いは次時に指導することで，評価規準 「Ｂ」

以上になるようにしている。遅れている生徒

や，もっと工夫改善 したいと思っている生徒

のために，昼休みや放課後に技術科教室を生

徒に開放 している。

⑩　　「知識 ・理解」の評価は，定期考査 （ペ

ーパーテス ト）を実施すると点数化 しやすい
。

しか し， どうしても評価におけるテス トの点

数の比重が大きくなってしま う傾向がある。

定期考査を行っていた ときには，定期考査の

ほかに， レポー ト，実習カー ド，実習ノ－ ト

の記入状況などを見て評価 していたが，どう

しても最終的には数値で出て くる考査得点を

重視 しないわけにはいかなくなる。記憶に頼

る知識を重視するとい う姿勢を示すことにな

らないよう＜実際に使える知識＞を重視 した

問題 を工夫 し，　 「現実に生きてはた らく知

識」を問 う問題をつくってきた。また，ペー

パーテス トは可能な限 り記述式にして考え方

や思考の流れを見るように していたが，採点

に多大な時間と労力を要する。

⑪　評価に関 しては特に 「説明責任」が求め

られ，評価資料の提示が要求される。 しか し，

どのように評価資料を整えても，生徒 と保護

者と教師の間に信頼関係があることが前提で

ある。保護者に納得される評価の客観的資料

作 りを優先す るあま り，生徒との交流が少な

くな り指導が手薄になるようでは本末転倒 と

なる。信頼関係 を築くためには，学校でどの

ような学習活動が行われているのか，何をど

のように指導されているのか，何を評価 され

るのかがわかる工夫をすることが必要である。

学習発表会での作品展示や授業参観などを行

っている学校が多いと思 うが，イベン ト的な

ことだけでなく，今後はより積極的に技術 ・

家庭科教室周辺での作品の常時展示や学習成

果物の発表を行 う必要がある。作品を持ち帰

らせて保護者からの作品評価を得る機会をつ

くることも効果的であるが，学習の途中経過

が目で見てわかるようにする工夫も必要であ

る。

展示作品に付ける 「自己評価票」

東京学芸大学附属小金井中学校　技術 ・家庭科　　　　　＊自己評価票＊

学習の 自己評価と保護者か らの評価
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３　 評価方法に関する研究成果

（1）評価方法の変化が及ぼす影響について

　＊当初の教師の思い

　 いわゆる絶対評価 （目標に準拠 した評価）

になれば，これまでのように予め決められて

いる人数に当てはめる無理のある成績の序列

化をしなくてもよくなる。これで，生徒の努

力をそのまま生徒への評価 として返すことが

できるようになる。無理や りに基準に当ては

めて評定を出す必要がなくなったので，ほか

の生徒との比較のために点数化する必要はな

くなった。やっと，生徒一人ひとりのための

評価を行 うことができるようになった。

＊生徒の期待

　教室には，評価 して点数をつける存在の先

生ではなく，自分の学習を支援 してくれる先

生がいる。今まで以上に熱心に授業をする先

生がいる。先生は，自分のよい点を見つけて

評価 してくれる。これまでは学習にあま り熱

心でなかったが，授業が楽 しくなった。やれ

ばできるようになるんだ，もっと頑張ってみ

よう・・・

　そ して，教室にはおお らかな学習の雰囲気

（しかし緊張感は必要） と生徒の意欲が満ち

溢れている ・・・と，よい変化が起きること

をいろいろと期待 したのだが，今までを振 り

返ってみるとき， どのように教室と教師が変

わったのであろうか疑問が残る。

（2）評価か ら評定への問題点

　技術 ・家庭科 として学期末の評定を数字の

５段階評定で行 うことの問題点は改善されて

いない。これまでも評価規準 と学習活動 レベ

ルが違 う内容を学期の最後に合計す ることで，

かえって評価内容が曖昧になってしま うので

はないかと思いながら評定を出してきた。 ４

つの観点別評価を点数に換算 して合計して評

定を行 うことが客観性のある評価方法である

とは思えない。 ５段階に一纏めにす ることで

何 を評価 されているか，かえってわか りにく

くなってしま う。学期 ごとの数値による評定

は出さず，すでに絶対評価である観点別評価

を示すだけに留めてよいのではないかと考え

ているが，それでは困る教科 もあることから

実現が難 しいのだろ う。仮に学期 ごとの評価

を観点別だけにできたとしても，学年末の評

価は ５段階の数値で示 した評定にせ ざるを得

ない。そ して，評定が数値で出され ることで，

その数値が合計 されたり平均 されたりしてさ

まざまな意図で利用 されてしまう。 どうして

もひ とまとめにした評定を出すのならば，数

値ではなく観点別 と同様にＡＢＣにするほう

がよいのではないかと思 う。

（3）多少の改善と解決されない問題

　本校は ２学期制である。学年ごとに前期 と

後期に分けて技術分野 と家庭分野の指導を行

っている。 したがって，技術 ・家庭科の評価

は，前期は家庭分野で後期は技術分野の評価

であるとい うようにわか りやすくなった。 し

か し，学年末は技術 ・家庭科 とい う一つの教

科として評価 を５段階の数値でまとめざるを

得ない。学年末の評価では，技術 と家庭の教

師が生徒一人一人の学習状況の評価を出し合

って生徒個別に相談 して評定をつけるように

しているが，技術分野と家庭分野の学習状況

がずいぶん異なる生徒も存在 し，ひ と括 りに

評価することの難 しさを感 じることが多い。

４　 成果の普及と今後の展望

　昨年に引き続き今年も公開授業研究会を実施 し，

「設計」の指導を公開 した。 これまでの指導と学

習の成果がわかるよう，授業公開に併せて技術教

室付近での作品展示を行っている。過去の作品例

は画像データをサーバーに蓄積 してあり，ネ ット

ワークからのアクセスで見ることができる。年度

末には研究成果の要約を 「研究紀要」の形でま と

めて公開する。
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Ⅲ　研究の内容及び成果等 （家庭分野）

１　 調査研究について

（1）研究主題

今の自分にできることの発見か ら始まる

技術 ・家庭科の学習

－学び合いを支える学習環境づくり－

（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］

　技術 ・家庭科では特に，学校で学習 した内

容の基礎 ・基本に関す る部分が現実に生きて

はたらく力として生活に役立つようになるこ

とを重視 している。そのためには 「今の自分

にできること」を考えて行動することができ

る学習活動をさせることが重要である。教師

の重要な役割は学習活動を成立させ るための

条件設定にある。その一つ として課題の解決

や創意工夫に必要な知識 （情報） と技能を手

に入れることができる学習環境を整えること

は、生徒の意欲を引き出し，興味 ・関心を引

き出すために重要である。

　昨年度より，副題 として 「学び合いを支える

学習環境づ くり」として取 り組んでいる。学習

環境を整えることは， 自分の生活にかかわるヒ

ト・モノ ・こととのかかわりを持ちなが ら，自

分 と他者 との比較や違いを認識する場を意図的

に設定することにある。 ヒトやモノに積極的に

かかわらせることによって，よりよい暮 らしを

していこうとする価値観 を育てる場を設定する

ことができる。そのために， さまざまな価値観

があることに気づくような学習環境を整えるこ

とが学び合いを支えることになると考える。

　現在，食の安全性 をめぐるさまざまな問題が

起きている。食の基本である安全 と安心が保障

されてこそ私たちの食生活が成 り立つ。そこで，

食の安全や衛生に焦点を当てた授業を試みるこ

とにより，生徒 自身が 自分の食生活により関心

を持ち，健康を考えた食事を整える力を身につ

け，自分の健康は自分で守ることができるよう

になると考える。 さらに，自分に何ができるの

かを把握 して必要感を持って学習に取 り組める

ようにもなると考える。

　 18年度は，調理実習を快適に行 うために食

の安全や衛生について他の人に知 らせる方法

を考える授業を通 して，学習の動機付けや学

習意欲が持続 し夢中になって取 り組むことが

できる題材であるか検討 した。また，授業の

各段階において，生徒の思考はどのように推

移 したのか，ワークシー トの感想を元に学習

の進展の記述内容の推移を見て，生徒のポイ

ン トとなる言葉を探った。

　今年度は，ワークシー トによる評価事例の

蓄積から評価活動の工夫を行い，生徒の実現

状況を把握することに努 めた。指導 と評価を

工夫改善することが本研究のねらいである。

［調査研究の対象］

第2学 年

２　 生徒 の学習 の実現 状況 と考 察

　技術 ・家庭科 の学習活動 の中核 は， ヒ ト・モノ

・ことにはた らきかけ為す ことに よって学ぶ学習

活動 である。そ こでは，単に頭 で理解 してい るだ

けでな く，知識 ・技能 を実際に使 うことが重要に

なって くる。 そ して，知識 ・理解 と技能は実際の

学習活動 に よって今 の 自分 にでき る現実の成果 と

なって現れ て くるのであ る。 自分 自身が主体的に

取 り組 んだ学習活動 の中で，　 「わか る」か ら 「で

きる」 の飛躍 が起 きた とき，子 どもたちはそれ ま

で の学習 が楽 しいものであった ことに気 づ き，学

習 に喜び を感 じることができ るのであ る。 よ りよ
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い学び方 と学習意欲は相互に密接にかかわってい

る。　 「なぜだろう」 「どうしてかな」とい う疑問

を生活の中から掘 り起 こすことが，よりよい学び

方の出発点である。子 ども自らが疑問を生活の中

から掘 り起こして学習の課題を設定することによ

り，自分でもやれるという自信を持ち行動に移す

ことができ，それがやる気につなが り，　 「もっと

知 りたい」　 「できるようにな りたい」 とい う意欲

がわき，できるようにな り，達成感や成就感を得

ることができるようになる。そのために学習活動

を通 して常に，　 「学んだことを自分の生活に結び

付けて考えていく」　「現実に生きてはたらく力 と

して今の生活に役立てようとする」　 「自分なりの

工夫を持って主体的に生活にかかわろうとする」

ことを意識させ， ヒト・モノ ・ことにはたらきか

ける行為を通 して考えや気持ちを的確に表現でき

るように仕向けることが重要であると考える。

　 自己学習力を高めるには，自己評価が適切に行

える力をつけることが必要である。授業や学習成

果の発表の場面で，他者からの評価を受けて自己

評価の妥当性を検討 させる機会を作っていくこと

が効果的である。

＜実践例＞

題材名　　「か らだにやさしい暮らし方Ⅱ」

－〇〇のた めに△△を使った料理 を作 ろ う－

　 （Ａ生活の 自立 と衣食 住(5)ア イ(2)ア

ウ）

　今回は，食品の安全性を考え，安全で安心でき

る暮 らしができるよ うな技業展開の一つとして生

徒の食品の好き嫌いを切 り口にした。

　 「6つ の基礎食品群」 と 「食品群別摂取量のめ

やす」を学習後， 自分の好きな食品と嫌いな食品

の情報を調べ，食品群の定着 と食品の選択，献立

作成につながる授業展開を考えた。

食品カー ドの表面には食品名，裏面に食品群別に

色を決めて付箋紙を貼った。食品カー ドを裏返 し

て並べ，付箋紙の色の偏 りから，好きな食品と嫌

いな食品では食品群の偏 りがあることに気づかせ

た。色別付箋紙を使 うことにより，食品群の偏 り

が一 目瞭然 であ り， 自然に生徒 同士の学び合いが

お こ り付箋紙 を使 うことは有効 だった。

　 嫌 いな食 品 として多 くあげ られ た ４つの食 品を

（椎茸 ・人参 ・ピーマ ン ・トマ ト） を取 り上げて

嫌 い な理 由を聞 き 自分 の考 え と比較 した。 その ４

つの食品 を食べ るこ とが できるよ うになるには ど

うした らよいか考 え，その食品 を使 った １品料理

を班 で考え ることに した。調 べた レシ ピを発表 し

合い調理 の計画を立て，一つ の食 品を取 り入 れた

調理 を行 い，家庭 での実践に もつなげた。

＜食品カード＞

表面：食品名、食品の絵 、

概量、1ポイントの重量

裏面：色の付箋紙で6つの食品群に分類

上段 付箋紙（群別の色）

下段 その食品に関する情報

＜カー ドを裏返 して、気がついた ことを付箋紙 に書 こ う＞

「嫌 い な 食 品 は ３ ・４群 が 多 い な。 」

「４群の しいたけが嫌いな子が多いな。」

　 この実践を通 して，苦手な食物を工夫 して調理

することにより誰でも食べることができるように

相手を意識 して調理することができるようにした。

好き嫌いをなくす ことを苦痛に思 うことなく，楽

しく工夫 してレシピを考え一人では工夫できない

ことも他の人 と共に考えることにより新 しい発見
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を手がか りに，「食べることは楽 しい」　 「おいし

そ う，食べたい」と思える工夫をした。嫌いな食

品を無理に食べ させた り，アレルギーの生徒もい

たりするのでその配慮は忘れずに行いながら，食

品に関心を持ちさらにその食品を使った調理にも

関心が持てるように工夫 した。 さらに，繰 り返 し

実習 し生活の自立ができ，学習 したことを食生活

に生かすことができるような身近な人にも作って

あげることを想定 し家庭での実践も取 り上げた。

＜生徒による学習内容の情報提示の場＞

　先輩の生徒の作品を自由に見ることができるよ

うに配慮する。

　生徒の作った資料を教室の壁面や実際に使用 し

ている調理器具の入っている棚や引き出し，料理

台などに提示 し生徒の意識が向くように配慮 した。

　生徒に家庭科室をいかに住みよい部屋にしたら

よいか考えさえ，家庭科室を変身 させようという

授業で生徒が作成 した作品である。生徒 自身が資

料を作った段階で展示 したい場所に展示 させた。

先輩の作品を見る，実際に授業で資料として活用

する （例 ：手の洗い方，身支度，包丁の使い方，

野菜の切 り方，食 中毒）な ど，教師の市販の資料

よりも生徒の資料であるために人 目を引くことが

できた。生徒の関心 ・意欲を高めることができた。

＜嫌 いな食 品カー ドを裏返 してみ よ う＞

「嫌 いな食 品は何 群が多いかな ？」

３　 評価方法に関する研究成果

評価方法は形成的評価を取 り入れた 自己評価を中

核 とした。無理なく実施でき継続可能なもので，

生徒のよさや可能性を伸ばすことができる評価の

工夫を行った。

（1）生徒のよさや可能性を伸ばす評価方法の工夫

　 （生徒による自己評価）

① ワー クシー トの 中の 自己評価項 目の吟味

　 自己評価 を ワー クシー トの中に毎時間取 り

入れ た。

　 ポスターセ ッシ ョンを行 いお互 いに発表 し

て いきなが ら， 自分 の認識 を深 めてい く姿が

み られ た。そ こで，生徒 の ワークシー トの感

想 を分類す る と，他 の生徒 の学 び方 を学ぶ例，

他の生徒 の内容 （調べ たこ と） を学 ぶ例 ，学

んだ ことを他で生 か してみ る とい うよ うに転

移 させ てい る例，学んだ こ とを工夫 してみ る

とい うよ うに転移 させてい る例，新 しい発想

を展 開 してみ る例の5つ に分類で きた。そ こ

で，更に生徒 が学び合 いか ら学んだ と思われ

るキー ワー ドを拾い上げ整理す ると26項

目が挙 がった。 その中で以下の生徒が よく使

う言葉 （生徒 が取 り出 したキー ワー ド21

項 目） を ワー クシー トの振 り返 りの欄に活用

し生徒 の 自己評価項 目に した。

＜生徒 が取 り上 げたキー ワー ド＞

・人 か ら学 ん だ ・モ ノか ら学 ん だ ・参 考 に な った ・説 得 力 が

あ った ・気 づ い た ・考 え た ・発 見 した ・納 得 した ・わか っ た

・す ごい ・うれ しい ・驚 い た ・役 に立 つ ・な る ほ ど ・で き た

・や は り ・改 め て ・しか し ・だ が ・これ か らは

　授業の最後 に 自己評価 を行 う時 に，　 「生

徒が取 り出 した キー ワー ド」 の中か ら自分

の振 り返 りに当た る項 目をい くつ選 んでも

よい ことに した。その 中で1つ 以上取 り出

して具体的な内容 を書 くこ と， また ，具体

的な内容 を書 く ときに キー ワー ドにない言

葉で もよい ことに した。その場合は 自分の

言葉 を書 き込め るよ うな欄 も作 った。

　 自由記述 のみで今 日の学 習を振 り返 るので

な く，観 点を示 して振 り返 りを させ ることに

よ り，生徒 の関心 ・意欲 が どの程 度なの か を
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容 易 に把握 す るこ とが でき る と考 える。

「関 心 ・意欲 ・態度 」 を見 取 る評価 方法 の

一 つ に な る
。 同 じ評 価 方法 を毎時 間行 って

い るの で生徒 一 人一 人 の 関心 の強 さが わか

り時 間 を追 うごとに変化 して い る様 子 で評

価 で き る。 生徒 が 取 り上 げ たキー ワー ドを

見 る こ とに よ り，何 に関 心 を持 ち どの よ う

な気づ きが あるのか読 み取 る こともで きる。

＜ワークシー トによる自己評価＞
今日の授業は

＊　今日の授業に興味・関心をもつことができたか。

② 学習記 録カー ド

（関 心 ・意 欲 ・態 度 ， 工 夫 ・創 造 ， 知 識 ・理 解 ）

ア 　 ポ ー トフ ォ リオ 法

　 授業 で使 用 した 学習 記録 カ ー ドや 資

料 の保 管 は，すべ て １冊 にま とめる こ

とが で き るよ うに した。 １時 間 Ｂ ４の

用紙 １枚 （ワー クシー ト・情 報カー ド）

を授業 終 了後 貼 り合 わせ て い く方 式 を

とった。

　 生徒 が学習 の軌 跡 を振 り返 る こ とが

で き， 自己の変容 を見 なが ら 自己評 価

をす る際 に も役だ った。

イ 情報 カー ド

　 生 徒 自身 が直 接 調 べ て き た とき の発

表 で は ，授 業 の最 後 に 「今 日の学 習 の

４つの食品の中から選んで

○○嫌いな人のために△△料理を作ろう！！
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　 振 り返 り」 と 「友達 ・先生か ら学んだ こ

と」 を記入す るこ とと， 自己評価 と して，

生徒一人ひ と りに評価の基準 を設定 させ ，

さ らに 「今 日の 自分」は ど うか理 由を書か

せた。

　授 業全体での生徒 の関心 ・意欲 を把握

す るために， 出来上 がった作品のみで な く，

自分が途 中頭 で考 えたこ と，考 えた ことが

途 中で変更 した こと，試 しにやった ことな

どは何で も情報カー ドに記入す るよ うに し

た。 作品 としてできていない，形 として現

れに くい ものを教 師が見取るこ とができ る

よ うに した。

ウ　毎時間ごとの振 り返 り

　 自己評価 を軸として，今日の目標，今 日

やったこと，他か ら学んだこと （ヒト・

モノ），工夫 したことや注意 したこと，

次にやるときにどこまでやるか，全体の計

画のどこまで進んだかなど目標を生徒がは

っき り持てるような工夫をしながら，学習

記録カー ドに学習 した過程ができるだけ細

かく残るような記録を考えた。毎時間ごと

の自己評価を連続 して見ることができ振 り

返 りが容易になった。

　生徒が決めた自己評価マークをつけ，マ

ークと文章の併用である
。人から学んだこ

とは中学生として当た り前に学んでほ しい

ことであるが，項目を設けて他者 とのかか

わ りを意識 させてきた。

　評価のための評価になっていないか，

教師がこういうことを書けば喜ぶのではな

いか と思われる感想になっていないか，生

徒の本音の出る評価に本当になっているの

か，生徒の自己評価と教師の評価 とのズ レ

がないかなど更に検討 していく必要がある。

　評価項 目の内容の吟味が必要で無いか，

知識 ・理解の部分をどう表現 していくか更

に検討 していく必要がある。

＜準備がで きた らマ グネ ッ トをか えそ う＞

（2）観点別評価について

（教師による評価の仕方）

① 「関心 ・意欲 ・態度」にお ける評価方法

例 ：生徒 による 自己評価 ，教師によ る観察

　　記録 （チ ェ ック リス ト）

　　授業時間内でのチェックは，名列表に＋

－両面で気になる生徒のチェックを中心にして

いる。発言は教師の指名 と自分から発表 したの

では記号は変えてチェックしている。

調理実験 ・調理実習における評価の工夫

　実験 ・実習が始まると，班の生徒一人ひと

りの動きを見取るのは安全面を配慮 しながら

では非常に困難である。

　 そ こで， まずマ グネ ッ トシー ト （両面カラ

ー） を活用 してい る
。班 ごとのマグネ ッ トシー

トを用意 し，作業 の進行状況 をそのシー トを裏

表にす るこ とによ り班 の活動 の様子 をチ ェ ック

してい る。教師はそ の班 の順位 を記録 し，特 に，

作業の早い班 と遅い班 をチ ェ ック し，授業の 中

で教師はその班の メンバー を中心に見て， どの

生徒 が どの よ うな動 きを してい るかを見取 り，

その蓄積 を観 点別評価 の 「関心 ・意欲 ・態度 」

に活用 してい る。

　 また，学習 の振 り返 りの欄 の後片付 けの欄 に

は順位 も記入 させ教師 だけの見取 りでない生徒

自身 も意識で きるよ うに している。

　マ グネ ッ トシー トを活用す ることによ り生徒
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同士の意識 も高ま り，黒板を一目見ればわかる

ので効果的である。

②　作品 （工夫 ・創造，技能）

　 「工夫 ・創造」における評価方法は作品や

レポー トなどの製作物などから判断し工夫 ・

創造をしているかみている。

　 「工夫 ・創造」の評価が 「Ｃ」とい う生徒

はよほどのことがない限 りあ りえないと考え

ている。

　 「技能」における評価方法は，作品や作業

中の技能の評価があ り、生徒による自己評価

については、教師の評価の補助 として活用 し

ている。作業中の技能の評価 （チェックリス

ト）は行 うが，それ を即点数化 して最終の評

価にしない。評定のための資料集めではなく

指導によって最終的に 「Ｂ」以上となるよう

に指導 している。教師の記録の仕方 として，

最初黒ペンで記入 し，次に赤ペンで記入する。

赤ペンが多いからとできないと判断しない。

最終的にできればよく，む しろ繰 り返 し粘 り

強く最後まで取 り組んでいる生徒は意欲があ

ると考えられ る。

③　 学習記録カー ド，実験 ・実習のワークシ

ー トや ノー トの記入 状況 （知識 ・理解 ）

「知識 ・理解」 の記入状 況 として， レポー

ト，学習 カー ド，実験 ・実習のカー ドや ノー

トの記入状況 な どで見てい る。評価 の観 点別

にＡ ・Ｂ ・Ｃに＋ ・－ を付 けた5～7段 階評

価 を資料 としてい る。 ワー クシー トな どにＡ

・Ｂ ・Ｃの評価 をランク別 に １学年分 を分類

し， その ランクで よいか も う一度評価のブ レ

が ないか観 点 を押 さえて見直 しを してい る。

最終的 には生徒全員 が 「Ｂ」以上 となるよ う

にす ることを前提 と して指導 を行 ってい る。

ワー クシー トの再提 出も行 ってい る。 これ ら

の記入状況の蓄積 を観点別評価の資料 の一部

としてい る。

４　成果の普及と今後の展望

　評価対象 として，授業観察 ・作品 ・ワークシー

ト・レポー ト・発表等がある。毎時間ごとの生徒

の活動を見取るためには，学習記録カー ドのよう

に記録に残す必要がある。できる限り生徒 自ら学

習記録カー ドを作成することにより学習の喜びを

実感 させることはできないかと考えた。 自分で作

成 したカー ドであれば愛着がわき自ら進んで振 り

返 りができるのではないかと考えた。特に今回は，

学習カー ドの記入欄の自己評価の欄を生徒が決め

評価する方法をとった。評価の客観性を高めるた

めに，学習カー ドの中で，評価できるような項 目

を工夫するために生徒のキーワー ドをもとに作成

したが，生徒は意欲的に取 り組む ことが出来たが，

さらに評価のための評価になっていないか検討 し

ていきたい。生徒の自己評価 と教師の評価 とのズ

レがないかなどキーワー ドを分析 し検討 していく

必要がある。 さらに学習カー ドなどの記入欄を工

夫 し，評価事例を蓄積 し，より短時間で生徒の本

音を記入することができ，生徒の学習状況を寄り

具体的に把握できるように工夫 していきたい。
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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　 ：井上　正允

所在地　：佐賀県佐賀市城内一丁目１４番４号

電話番号 ：0952-26-1001

Ⅰ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　 本校は佐賀市の中心の文教地区に位置 している。

３年間の研究スパンで，毎年授業研究公開を行っ

ている。研究主題については，平成 １１年か ら１

３年度は 「自分 さが しを扶ける学校の創造」。平成

１４年から１６年度は 「学びが育つ学習環境デザ

インの研究― 自律 ・協働 ・笑顔の授業づ くりを通

して－」。平成 １５年から１７年度は，文部科学

省の研究開発学校の指定を受け 「学びに培い， 自

己表現を育む国語力の研究―各教科等を貫 く言語

能力の育成を基盤 に据えた教育課程，教育内容，

教育方法及び評価のあ り方―」をテーマに文部科

学省研究開発学校 として研究に取 り組んだ。各教

科に共通す る国語力及び教科独 自の国語力を明ら

かにし，教科の授業に生かしている。今年度の研

究は，「確かな学力を育てる学びの探究－到達 目標

を明確にしたカ リキュラム開発と授業づくりを通

して－」をテーマに， ３年間の計画で ２年次とし

てこれまでの研究の成果を生かした継続研究を行

っている。

２　 学校の概要 （平成19年5月1日 現在 ）

教員数 ２４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

　学校研究主題

確かな学力を育てる学びの探究－到達目標を

明確にしたカ リキュラム開発と授業づくりを

通 して－

教科研究主題

生活に生か し，自立をたすける学習指導法の

研究－学ぶ意欲を高め，学習の定着を図る授

業づ くり－

【家庭分野】

（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］

　評価規準を明確に したカ リキュラム開発

及び授業改善を行 う。題材 ごとに評価規準

を検討 し，生徒 とともに学習目標を設定し

た授業展開を行 う。また，評価の４観点の

「具体の評価規準」を学校の実態に合わせ

て改善する。昨年度，取 り組んだ題材で学

習の把握が不十分であったところに評価方

法の改善を加 えた。

　研究のねらいとして，下記の ４点をあげ

る。

○生徒の学習状況を把握できる方法を探る

ため。

○生徒の学習状況を把握 し，学習したこと

をより定着できる授業に改善を行 うため。

○生徒が学習状況を把握することにより，

意欲を高めるための自己評価 ・相互評価の

改善を行 うため。

○問題解決的な学習のサイクルを生かした

カ リキュラムの作成を行 うため。

［調査研究の対象］
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＊　観点については，題材の中で特に工夫 したも

　のを取 り出 して記載 した。改善の欄には，平成

１９年度 に評価方法を変更 したものを記載 した。

２　 生徒の学習の実現状況と考察

　学習状況 を把握す るために， 題材 終了後 「学習

の完成 した 姿」 として レポー トや作品 ・シ ミュ レ

ー シ ョン等 を行 うこ とに した。

（1）シ ミュ レ ー シ ョ ン

　学習 した内容をどの ように生かすかを考え

る時，場面設定によるシ ミュレーションを考

えた。 さらに， シミュ レーシ ョンだけではな

く，その後の話 し合い活動を生かすために次

の ３点を指導 した。まず，個人の意見を持つ

こと。次に，個人の意見を持 ちなが ら，より

よい考えを出 し合 うこと。最後に様々な意見

か らよりよい方法を実生活で生かす工夫をす

ることである。①では仮想家族を設定 し３Ｌ

ＤＫのマンシ ョンの部屋割 りを行った。 自分

だけで部屋割 りをした後， グループで家族会

議を開かせた。話 し合い後は， グループで決

定した部屋割 りを発表 し，よりよい部屋割 り
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にする方法を共有 した。⑧では， ５つの トラ

ブルの状況を教師が設定 して，その後展開を

グループで考えるようにした。だまされ ない

ようにするグループとだます ようにするグル

ープとでシミュレーションをし，発表会形式

をとった。これまでの指導は，家庭生活の ト

ラブルの内容から考えていたので４時間を要

した。 しか し，今回は条件設定を行っている

ので，必要時間が半減 した。⑬は，幼児の生

活習慣の身につけさせ方について簡単にシミ

ュレーシ ョンを行った。シミュ レーションを

行 うことで，生徒の考えが表現されるために，

瞬時に工夫 ・創造や関心 ・意欲 ・態度の評価

が可能である。個人やグループの考えを共有

する場面を設定す ることで， さまざま対応が

理解できると共に，生徒 も相互評価ができ有

効であった。

（2）体験

⑦では，ペ ンケースの中身に着 目させた。

指定 した計算方式で理想のペンケース率を計

算 させた後，理想のペ ンケースの持ち主を紹

介する。その後，理想のペ ンケースの持 ち主

にな らなかった理由を学習カー ドに記入 させ

た。理想のペンケースと自分のペンケースを

比較することよって，今後の自分の消費行動

まで考えた生徒が昨年に引き続き100％ であ

った。③では，住生活において課題 となる実

験を ５つ設定し，短時間ですべてにふれ させ，

興味 ・関心を持った課題 を2つ 探究させるこ

とを試みた。関心のあるものを調査項 目とし

て選んだために，安全で快適な住まいの条件

について意欲を持って取 り組む姿勢が見られ

た。

（3） レポ ー ト

　②では，「○○を購入す るための△ヵ条」

とい う題材等を開発 し，ポー トフォ リオ評

価を行った。ここでい う 「ポー トフォリオ」

は，共通に学習 した内容を再構成 したもの

と，生徒が興味や関心を持った内容につい

てレポー トの形でま とめるものである。電

化製品の広告を長期間集め，授業で学習 し

た内容を生か しなが ら，Ａ４サイズの レポ

ー トにま とめている
。④では， レポー トの

項 目立てを行い， 目次をたてることにより，

知識の再構築を図った。 レポー トか ら技能

と工夫 ・創造の評価をみることができた。

⑨では，授業終了前に授業のキー ワー ドを

記入する時間を設定 し，キーワー ド集 に記

録 している。そのキーワー ド集 と国語力の

育成項 目である 「資料をつくる」を生か し，

家族に食生活の改善 を促すためにＢ４サイ

ズ1枚 に 「食生活のまとめ」を作成 させた。

この取 り組みにより，知識が定着 し，一昨

年 と内容があま り変わらなかった期末テス

トの平均点が8点 上回った。 さらに，⑨の

献立については， 学習前に1日 の食事内容

を記入 させ， 気づ きを書かせた。食生活に

ついて学習 した後， 学習前に調査 した食事

の問題点 と改善点の説明を加えさせ，食べ

た食事 を元にして献立をたてさせた。 この

取 り組みで， 生徒 は食生活での自分の学び

に気づき，実生活に生かそ うとしていた。

（4）プ レゼ ンテー シ ョン

　 自己学習をめざすために，⑫では探究活動

と発表の時間を設定 し，生徒の探究 したい

項 目に沿った学習内容 と問題解決的な学習

の手順を踏まえた学習計画を考えさせた。

クラスででた課題 を調査 し，その内容を発

表 させ，意見交換 を行った。その際， 自分

の 「食」に対する考え方を明 らかにさせ，

今後の食生活に向けての意見を考えさせた。

その結果， ほとん どの生徒が旬 と行事食 と

の関係が言えた。また，実際に行事食 を作

ることにより，実践 してみ ようと考 えてい

る生徒が多 く見 られた。 プレゼンテーショ

ンワークシー トを使ってプ レゼンテーシ ョ

ンを行 うことにより関心 ・意欲 ・態度の評

価をみることができた。
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(5)実 技

調理実習の⑪⑫では，見通 しを持って実習に取

り組むように，調理実習で体験する調理技能や

望ま しい姿をすべて示 したルーブ リックを作

成 し，実践す る技術 を一覧できるようにした。

ルーブリックは金メダル ・銀メダル ・銅メダル

としグループの調理実習を振 り返 りながら印

をつけさせ，評価を行った。生徒は金メダルを

取ることが出来るように，丁寧に実習を行 うだ

けではなく，銀メダルや銅メダルになった とこ

ろを次回の実習に生かそ うと意欲的であった。

また，調理実習で欠かせない一人一役の役割分

担 （リーダー ・メッセンジャーなど）と，実習

のポイン トとなる調理手順についても一人一

役 を決 めている。調理実習における能率を確認

できるように，番号札（メッセンジャーカー ド）

を使って評価 を行 っている。基本的に配膳終了

時 ・後始末終了時の2回 をチェックしている。

方法は，グループから連絡を受 け，教師がグル

ープに出向いて確認する。確認の際には，ルー

ブ リックの内容の評価，特に後始末や盛 り付け

等を評価する。教師の確認がとれた ら，係が黒

板に番号が早い順に貼っていく。順番は，調理

実習カー ドに記録できるよ うにしておき，教師

が後で評価を行 う。実習活動にもメリハ リがつ

き，見通しを持って活動することができる。ま

た，個人が具体的にどのような活動をしていた

かを相互評価するよ うにしている。具体的な活

動の様子を記録 させ ることで，教師が見えてな

かった活動を知ることができ有効である。

　 １年生の調理実習⑥は，これまでは成長期の

朝食づ くりとして，プレーンオムレツとコーン

スープと野菜の付け合わせを実習 していた。今

年度は，基礎的な内容を取 り入れて，確実な技

能を身につけるようにした。横半分に切った り

んごの皮むきテス トを行い，包丁の使い方を定

着させた。．さらに，プレーンオムレツを個人で

作ることで，ガスの使い方まで教師がみるよう

にし，技能の実現状況を個別に把握することが

できた。

３　評価方法に関する研究成果

(1)問 題解決的な学習と国語力

　本校では，各教科 を貫 く基礎学力としての

「国語力の ２０項目」を示 してお り，これを

各教科の授業において有効に活用す るために

は，各教科で育成す る国語力を明確に し，そ

の重点化や構造化 を図る必要があると考えた。

そこで，教科の国語力を育てる場面について

考え，重点的に育てたい国語力を明 らかにし，

さらに具体的な授業場面を考えることで構造

化を図っていった。技術 ・家庭科の学習活動

は，【図1】 に示すように，「課題をもつ」，「課

題解決す るために探究する」，「探究 した結果

を共有 し，実生活に生かす」とい う問題解決

的な学習 を基本 としている。生活の中から課

題を見つけ探究する場面においては，話 し合

い活動を通 して，課題 を人に伝えることで，

「多面的にみる ・多角的にみる」ことをした

後， さまざまな解決方法を考える。次の探究

する場面では，生徒は，いくつかの解決方法

をもとに，文献やインターネ ット上の情報等

を吟味 した り，自分以外の人に聞いた りしな

がら探究活動を進めていき，時には，話 し合

い活動を通 して活動の修正を行 う。探究活動

をもとに，「資料をつく」 り，「話 し合い」活

動を通 して生徒同士で共有 した り，自分の探

究活動を凝縮ポー トフォリオにした りして，

振 り返ることもできる。最後に結果 を共有 し

実践する場面では，発表者は，他の生徒に対

して分か りやす く 「報告」 し，また，聞き手

は，その 「報告」を 「共感的に聞く ・批判的

に聞く」。その後， 自分 との違いを明確にし，

より良い生活になるための方法を吟味し，そ

れを実生活に生かし，よりよい生活者になる

ことができるようになると考えている。 この

よ うな問題解決的な学習を行 うことにより，

課題の発見や取 り組む課題づ くりの技術やそ
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の課題解決方法が身につき， 自ら学ぶことが

できるようになると考えた。 さらに，それぞ

れの場面で 「話 し合 う」活動を通 して，他の

人の考えや方法か ら学ぶことを充分に体験 さ

せた。 このことにより，他の生徒は自分の学

びにとってかけがいのない存在であることや，

自分を照 らす鏡になることを感 じ取らせた。

また，家庭生活で実践す る際にも，人や もの，

ことと関わ りなが ら，自分で考え自分で解決

できる生徒を育成 していきたいと考えている。

また，「振 り返る」活動を通 して，よりよい生

活を志向す ることを常に考えさせている。こ

の取 り組みで，生徒が課題の発見や課題づ く

りの技術やその課題の解決方法が身につき，

自ら学ぶ ことが出来るようになってきている。

また， この研究を継続することにより，授業

づ くりや評価の改善について考える基盤 とな

っている。 この問題解決的な学習のサイクル

を活用 して，学習の完成の姿を設定 し，題材

によって効果的に評価できるように，国語力

の項 目を活用 した評価を行 うことで，生徒の

学習状況の把握が明確になった。，

　　 【図 １】技術 ・家庭科における国語力

（2）具体の評価規準の考え方

　今回，題材の評価規準と具体の評価規準を

再検討するに当たって，問題解決的な学習と

4観 点の位置づけを原則 として 【図２】のよ

うに考え，関心 ・意欲 ・態度を三段階に分け

た。題材 の導入場面は関心，つまり，課題を

持つ場面での対象との関わ りにおける関心 と

し，探究する場面では意欲，探究 しつづけよ

うとす る意欲 とし，結果を共有 し実践する場

面では，家庭生活をよりよくしようとするた

めの手段や方法を発見しようとする態度 とし

て，関心→意欲→態度 と考えていった。また，

家庭分野における知識を身につけ，技能を修

得 した上で， よりよい生活をするために変え

ようとすることで工夫 ・創造が見 とれ ると考

えた。工夫 ・創造は，原則 として既習 した内

容を自分な りによりよい方法にして改善 しよ

うとしているもの， 自分の家庭や生活 と何 ら

かの関わ りを持って意見を持った り，取 り組

んでいた りする場面を見とるように した。

　題材の ４観点は，上記のような考え方で行

い，形成的な評価 と総括的な評価の両方を見

とるようにした。そのために，授業中 ・学習

の完成の姿 ・ペーパーテス ト（学期末テス ト）

による評価を行 うことにした。ペーパーテス

トでは，場面を設定 しシミュレーションをす

るテス トを考えた。

　 ４観点の関連で，他に，知識 と技能 とが重

なる場合が調理実習で見 られる。また， 関

心 ・意欲 ・態度が工夫 ・創造と重なる場合が，

シ ミュレー ションを設定 していると考え ら

れる。さらに，関心 ・意欲 ・態度が他の ３観

点の全体を包括する場合もある。これ らの場

合は，主に見る観点を明確にすることで，評

価の問題の解決を図った。

【図２】問題解決的な学習と４観点の関連
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(3)評 価規準の作成に当たって

　 「十分満足できる」 と 「概ね満足できる」

と 「指導を要する」の ３段階の評価が，逆三

角形のイメージで考え，「十分満足できる」の

評価は，「概ね満足できる」の評価の発展的な

ものであり，評価する範囲が広 くなると考え

た。例えば，工夫 ・創造では，学習した内容

に合致するものを 「概ね満足できる」 と判断

し，学習 したことを生か してよりよい生活に

するために自分なりの工夫 ・創造が見られ る

場合は 「十分に満足できる」 と判断 した。

(4)評 価の実際

　① 「国語力」をいかした評価

　 家庭分野 では， 学習 した知識や技術 を よ

り確 実 なもの とす るた めに，「資料 をつ くる」

「プ レゼ ンテー シ ョンをす る」方 法を指 導に

取 り入れてお り，この ことは同時 に 「国語 力」

の育成 ともなっている。 「資料 をつ くる」 は

最初 の レポー ト作 りで，資料 の作 り方 を踏ま

えなが ら指導 を行 ってい る。生徒 自身 が設 定

した問題や課 題 を解 決 した作 品や レポー ト

発表 な どの評価 について，評価 内容 が明確 に

なるよ うに， 評価項 目を 「内容 」 と 「形 式」

に分 けた。 内容 面を 「知識 ・理解」，形式 面

を 「工夫 ・創造 」と 「技能」 として評価 して

い る。プ レゼ ンテー シ ョンでは，ア ウ トライ

ン原稿 を使 い，発表項 目の組 み立て等を考 え

させた。 このこ とで， 生徒の相互評価 では，

「発表 （形 式）・内容 ・提言」 の ３つ に分け

て評価す るこ とができた。この よ うに 「内容」

と 「形式 」を意識 した レポー トづ く りや プ レ

ゼ ンテーシ ョンの評価項 目は，生徒の意見交

換会や相互評価 で も視 点が明確 になった。

【資料 １】 プ レゼンテー シ ョンアウ トライ ン原稿

【資料 ２】 プ レゼ ンテー シ ョンにおける記録 （抜粋）

② 「ルー ブ リック」 に よる評価

　主に技能の実現状況を把握するために，ル

ーブ リックを作成 した。ルーブリックは，金

メダル ・銀メダル ・銅メダルの ３段階に分け

て作成 している。調理実習での振 り返 りにグ

ループで反省を行っている。実習の ３回分を

最初に提示 したことにより，生徒はルーブ リ

ックによる振 り返 りを生か しなが ら，次回へ

の課題設定へとつなげている。また，教師が

調理実習中に把握できなかった内容について

も確認できるとい うメリッ トもある。技能面

では，基礎的な知識 ・技能を明確 にする指標

があれば， 生徒 はできるだけそれ に近づ こう

と努力 をする。ルーブリックを作成 したこと

により，切 り方や調理方法が昨年よりも確実

に身につき，昨年に比べて生徒の実習終了時

間が４分ほど早くなっている。ルーブリック

表には，手順や切 り方を示すだけでなく，そ

の調理操作が必要な理由や理論 を記入す るス

ペースを設定 している。そのため，生徒は，

科学的な視点で調理実習を考えるようになっ

ている。

【資料 ３】調理実習におけるルーブリッグ （抜粋）

③　実技による評価

ア　シールによる評価

　時間内に全員 を評価す る場合は，シールを

使っている。評価項 目を色や大きさで決定 し
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ている。実習の時だけでな く，献立作成など

の評価にも用いることができ，生徒の状況が

把握 しやす く，一目瞭然であった。

　 【資料 ４】　 シールによる評価の例

イ　 メッセンジャーカー ドによる評価

　 メッセンジャーは，教師がチェックした順

番をグループの係 が番号札を黒板に貼 るもの

である。番号の合計を平均 した値を10か ら引

いた数を記録 している。6.5点 以上を十分満足

していると評価 し，技能の項 目で評価 を行っ

ている。

　 このような教材を使 うことによって，学習

状況を記録する時間が短縮でき，指導の時間

に割 り振ることができるので有効である。

④　観察による評価

　授業や実習 中に，生徒が活動 した内容に関 し

て，教師がボーナスポイン トを与えて評価 して

いる。生徒は，教師が発言 したポイン トの種類

とその理由まで学習カー ドや実習カー ドに記入

するよ うにしている。特に，実習中には一人一

人の学習状況 を記録す るよりも指導する時間を

優先するために，生徒に教師の発言 を記録 して

もらう形をとっている。実習では，盛 りつけの

工夫や包丁の使い方， 作業の仕方が素晴 らしい

場合にも使っている。配膳終了時に，流 し台の

片づけや，布 巾の整頓などについても確認がで

き，活用 している。この実践により，実習中に

は生徒の活動状況を記録することにより，指導

することができるので有効である。

⑤　自己評価 ・相互評価

毎時間，授業終了前 ３分ほ どになると，振 り

返 り活動を行っている。授業で特に重要となる

キーワー ドを記録する。記録 には，単語カー ド

のよ うに単語 と説明を書 くよ うに指示 してい

る。その後， 今 日の振 りかえ りをメタ認知の手

法で記録を してい る。 キー ワー ドの欄を設定し

たことによ り，振 りかえりの欄 に関心 ・意欲に

ついて記述す る生徒が多く見 られた。

　また， グループで活動する場合は，相互評価

を取 り入れている。他のグループ員が活躍 した

ところ等を記入 させている。このような自己評

価や相互評価の記録から，生徒の様子を再認識

することができた。

【資料 ５】現代の子ども事情の自己評価カー ド

【資料 ６】調理実習 カー ド （抜粋）

⑥ ペーパーテ ス トによる評価

　授業で ４観点のすべての評価をみることは

難 しい。また，授業中では理解 していたり，

技能が高まっているにもかかわらず，その理

解や技能が一過性のもので身に付いていない

場合があった。また， その逆 もあった。そこ

で，授業中と授業後，つまり，４観点がみと

れるテス ト問題を作成 し，２回にわたって実
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現状況を把握する必要があることがわかった。

また， シミュレーションを使った問題では工

夫 ・創造と技能，関心 ・意欲 ・態度をみるこ

とも可能である。

　 これまで，作品などを製作 しない題材にお

いて，生徒の工夫 ・創造や技能や関心 ・意欲 ・

態度 をみるためにペーパーテス トに工夫を重

ねてきた。できるだけ生徒の思考の根拠が把

握できるように理由を記入させるようにして

いる。また，先生と生徒や，親 と子 どもとの

会話文を使い，学習した内容に対する自分の

思いや生活の実践内容等がかける問題 を設定

し，関心 ・意欲 ・態度をみている。テス トで

は，シミュレーションを実施 し，授業で学習

した内容であれば 「概ね満足できる」と判断

し，それ以上の内容であったり，家族 との接

し方で良かった点を書いていた りする場合は

「十分満足できる」 として判断している。テ

ス トには行事食 との関わりの考えや決意も記

入させるために，会話式にして回答 しやす く

した。このような取 り組みによ り，生徒の関

心 ・意欲 ・態度もみることができ，効果的で

あると考える。

【資料 ７】 １年生期末テス ト （抜粋 ）

【資料 ８】 ２年生期末テス ト （抜粋 ）

【資料 ９】 ３年生期末テス ト （抜粋）

４　成果の普及 と今後の展望

　評価規準を再検討することにより，授業の題

材構成 とその評価 を行 うテス トも検討す るこ

とが出来た。授業中と授業後では，学習の定着

に差異があるために，授業中と授業後の ２回に

わたって実現状況を把握する必要があること

がわかった。そこで，学習後は期末テス トに，

文章完成法や場面設定をしたシ ミュレーシ ョ

ンを行っている。生徒の態度や工夫 ・創造がみ

えるように問題改良も更に検討 していきたい。

　 生徒の 「学び」を育成す るためには， 自己

学習のスタイルをとることが大切であるが，そ

のための手立て となる 「国語力」を生か した問

題解決的な学習が有効であることがわかった。

生徒に学習状況を把握 させ，生徒自身の学びの

軌跡を見渡せ るこ とも必要である。そのため

に，学習前後の変化 を知らせ ることが可能なま

とめや題材毎に作成 している自己評価カー ド

が有効な手立て と考える。

また，家庭分野のカ リキュラムで， ２年間に

跨って食生活の指導を行っている。そのため，

知識ばか りではな く技能の定着が図れ るよう

になった。体づ くりの基本 となり成長期である

中学生にとっては重要であり，２か年に分けて

学習す ることを，生徒も望んでいる。

　技術 ・家庭科は，実生活に即 しているからこ

そ，学びの場の設定や，生徒 自らが考えること

ができる独 自性 を持つ教科である。学ぶ 目的と

意義を感 じる学習が，生活に実用性や実践を引

き出す力になると考え，家庭分野のカ リキュラ

ムを今後も考えていきたい。
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【技術分野】

（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］

　 エネルギー変換を利用 したものづ くりの中で，

動 くものを取 り扱 う学習教材は問題解決的な学

習を展開 させやすい と考える。 自分のアイディ

アから目的の動きを達成 させる過程では，試行

錯誤 し創意工夫をする力を身につけることがで’

きる。また，生活上何 らかの諸問題にぶつかっ

た とき，解決 していく過程 と似てお り，このよ

うな力が身に付けば，いわゆる生活に生かせる

「生きる力」にも通 じると考える。そのような

ことからもロボ ットコンテス トを取 り入れた題

材 を研究することとした。18年 度の実践により，

製作時間を短縮 させ ることや動く仕組み （機構）

を工夫 させることを改善することとした。

［調査研究の対象］

第 ２学年

２　生徒の学習の実現状況と考察

（1）学習活動の実際

　必修授業の中で取 り組むロボ ットコンテス ト

では，学習時間に限 りがあり，取 り組ませる内

容， 題材の設定の仕方や学ぶ手だてが重要にな

ってくる。そのため以下のような配慮をした。

　① 基本ロボ ットづ くり

　基本 ロボ ットを作ることにより，工具の

使い方や材料の特性な どについて，つくり

ながら製作のスキルを身につけることがで

きる。経験のない生徒にとっては，初めて

の経験になるのでマニュアルや製作例を提

示することにより効果的に学習を進めるこ

とができた。

基本ロボッ ト　　　 練習コー ト

　 この基本 ロボッ トは，平行 リンク機構の

応用であ り，ピンの位置を変えることによ

ってピンポン玉をすくいあげひとつのモー

タを使い上部で落 とすことを可能 としてい

る。

　 この基本形ができれば， ロボッ トコンテ

ス トに参加できるとい うことと，この教材

で動 くしくみや材料の特性や扱い方の基本

を実践を通 して習得することができるよ う

になる。また，できあがった基本形のロボ

ッ トは上図のような練習コー トを使い動作

を確認 している。基本ロボットをつ くり，

動作を確認することによって，さらにより

よくしていくためにはどのようなことが必

要なのかを考えさせることができ，次なる

アイディアを出すための手だてとなってい

る。19年 度の実践では，基本形のロボ ッ

トのリンク部や コン トローラー部の見本を

渡 し，ミスを減 らす ことができ製作時間を

短縮することができた。

③ 競技内容の設定

競技コー ト得点部

　この製作学習の中で何 をどのように学ば

せるかとい うことは， この競技内容の設定

にかかっているといっても過言ではない。

全員が 目的を達成でき，なお発展 させ られ

る部分 （創意工夫す ることのできる） を含

んでいることに視点をおいて考えた。 どう
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しても対戦形式のものでは，相手のロボ ッ

トを攻撃してしま う部分など教育的に配慮

しなければいけないことがある。そこで今

回の競技設定では，写真 にあるように中央

に共通の得点部をもうけた。移動できる範

囲には仕切 りをつけ，赤と青とのスター ト

ラインより動ける範囲を指定 し，中央の得

点エ リアにピンポン玉を運ぶ （仕事をさせ

る）部分に意識 を集中させるよう考えた。

難易度により中央部は５点，箱の部分は １

点，箱 と箱の間の部分が ２点，ペ ットボ ト

ルのキャップの上に乗せたら３点 とし，時

間内で少ない玉を確実に転がすことや，確

実ではないが大量に転がすこと，基本ロボ

ットではできない置 くことなどで工夫 させ

る部分を考えさせた。また，一人一台の製

作で，主体的に取 り組ませながらも，２人

チームで取 り組む方式をとり協力 しあいア

ドバイスなどにより学びあえるよ うにし

た。アイディアを出させた りする授業では，

思考を深めるために，このような設定や枠

組みを考える部分がかな り重要になってく

ると思われ る。

③　アイディアを出すための手だてとして以

下のような取組を行った。

　　ア　アイディアの種

　　　　クラス全員のアイディアを書かせた

ものをアイディアの種 として提示す

る。これにより，自分の考えと他の人

の考えを比較することによって，改良

点を検討 させることができる。

　　アイディアの種

イ　機構 （動くしくみ）

　　ロボッ トコンテス トでよく使われて

いる動きの基礎的なものを４つ提示 した。

技術室に置き自由に動かして確認できる

よ うに した。 自分のアイデ ィアに活用で

きるか検 討す る資料 とな っていた。

　　　 ロボッ トの見本模型

　　 ウ　取 り込み口の工夫

　　　　 基本形では取 り込むことができない

よう，ペッ トボ トルのキャップにピン

ポン球を置 くことにより，取 り込み口

の工夫を行えるようになっている。

　　 エ　 ２台のロボ ットの関係

　　　　 同 じ機能を持っているロボットの形

状か １台 １台のロボットがそれぞれに

役割をもっている形状か考える。

　 ④　整理シー トの活用

　　 今回のような学習活動では，グループ作

業の中での個の活動内容を把握する必要が

ある。特にロボット製作の場合においては，

目的の動きを実現するために一つ改良した

ら トラブルが発生 し，解決す るための方法

を考えながら製作を進めていくことになる

ため，個人の取 り組みを明確に把握する必

要がある。製作の時間を多く確保 しつつ，

授業終了前の ５分間を活用 し，最後の個の

評価 を把握す るために整理シー トを活用す

ることにした。整理シー トでは，本 日の作

業，製作中にでてきた問題点，次への課題

等を書かせ次への指導に生かすためにも活

用できる。記入に際 しては，「自分が作業

を分担 した ところ」や 「工夫 した点 ・苦労

した点」が明確に出て くるように事前に知

らせてお くようにした。

（2）　学習の実現状況

　　 基本形のロボッ トの製作を行 ったことに

より，全ての生徒に課題を達成させることが

できた。また，製作のポイン トをま とめた手

引き書を活用することで，学習の流れをつか

ませることができ目的意識を持って学習に取
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り組む こ とができた。力の伝達 の方法や電気

回路 につ いても基本的 なことを学習す るこ と

に役立 った。基本 ロボ ッ トか らアイデ ィア ロ

ボ ッ トへの改 良では，取 り組 み 口の改良 に留

まる例が ほ とん どで あったが競技 コー トを変

え る ことに よって，アイデ ィア を出す こ とが

で きるこ とが わかった。19年 度 は， 中央部

の上の部分 を穴 をあ けた こととペ ッ トボ トル

を半分 に切 った ものを得 点部に加 えた。 高 さ

を出 さない と得点できないためにて こク ラン

ク機構 を使 ってい る作 品が増 えた。

３　評価方法に関する研究成果

(1)　題材 の製作過程時における評価について

基本ロボッ ト製作過程の評価については

技能面 ・知識面の評価が中心であり，到達

していない生徒への手だてが取 りやすかっ

た。 さらにリンク部，コ ン トローラー部の

見本を各グループに一つ置 くことによって

ピンの位置や配線について確認ができミス

が少なくなり，基本形の完成までの時間を

短縮することができた。基本形か らアイデ

ィアロボ ットへは，工夫 した点や粘 り強く

製作 している部分について，個人の状況に

より異なるので，製作後の整理シー トに記

述式で書かせる部分で見取ることとした。

記述の際には，自分のした作業や グループ

内で行った作業など具体的に詳 しく記述さ

せ ることとした。

基本 ロボッ ト製作時　（主な評価項目）

アイディアロボッ ト製作時 （主な評価項 目）

(2)　観点別評価の見取 りの例

　 ア　技能に関する評価の例

　 はんだづけの技能の見取 りについて

Ａ判定　　　　　　　　　Ｂ判定

　 コン トロー ラーについては，はんだづ

けをお こなった。配線 の部分 につ いては

基板 にコー ドの被服 を とってある部分 を

銅板 の部分 にあてテー プでコー ド部 を止

めて はん だづ けを行 わせ た。

イ　 ペーパーテ ス トによる評価の例

11

ペーパーテス トの記入例

　製作過程 の基本形 のロボ ッ ト完成予定

時 にペ ーパー テス トを実施 した。(1)か

ら(3)に つ いては，機構 （動 く しくみ）
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につ いて，(4)に つい ては ロボ ッ トコン

テス トのルール ，(5)に つ いて は現在 の

アイデ ィア （アイデ ィアの種） 等 を書か

せ てい る。それぞれのす べての正答率で

判 定 してい る。

(1)か ら(3)に ついては，知識理解

(4)に つ いては関心 ・意欲 ・態度

(5)工 夫 し創 造す る能力

について評価 している。

ウ　整理 シー トに よる評価

(　 3　 )月(　12　 )日 　 (2.3.4)校 時

　 整理 シー ト

　 この整理 シー トでは，①基本設計の配

線 ミスの修正 （モー タへ のはんだづ けの

修正），② アイデ ィア ロボ ッ ト製 作 （取

り込み 口の加工調整）の作業 を行 ってい

るこ とがわか る。 この よ うに，製作後 に

各班 ご と整理 シー トとともに作品 の簡単

なチ ェ ックをお こな うこ とで， ま とま り

ごとの技能面 の評価がで きる。工夫 し創

造す る能力や関心 ・態度 について はどれ

ぐらい学んだのか を総合的 に判断 し評価

す るこ ととした。

４　成果の普及と今後の展望

　　基本 ロボ ッ トの製作で リンクのピンの位置，

コン トローラーの配線でのミスが多く時間がか

かっていたが，途中過程の完成品を各グループ

に提示することによってイメージがつかめ製作

のスキルを高めることができ，全ての生徒に課

題を達成させることができるとともに，製作の

時間を短縮することができた。

　 製作意欲に関しては， トラブルなどで うまく

いかず，整理シー トの中に出てきた問題点に対

しタイ ミング良く支援ができれば，継続できる

と思われる。その指導にあたっては，座席表に

優先順位を決め指導に当たったことが効果的で

あった。

　 また，競技内容や得点部分を変えることによ

っていろいろなアイディアを出させることがで

きることが明確 となった。19年 度は18年 度 と

同 じコー 卜を活用 し，ペ ットボ トル を半分 に切

ったもの と中央部の上部のくりぬきをおこなっ

たものを付け加 えただけであるが，高 さを必要

とするためにてこクランクを活用 したロボット

が増えた。工夫 ・創造 させるために競技コー ト

を工夫することになどが有効な手だてであった

と考える。

　また，評価については，工夫 ・創造させる部

分については，規準の設定が難 しく４つの観点

は独立したものではなく相互に関わ り合ってく

る部分があると感 じた。

　今回は，整理シー トの記入をチームでの記録

から個人の記録へと改善 し，個の学びを見 とれ

るようになった。また，基本ロボッ トからアイ

ディアロボッ トの製作では完成までにばらつき

がでる。 ここでも１時間での見取 りではなく整

理シー トを活用 し完成までの間で工夫 ・創造す

る力を見取ることとしたことが効果的であっ

た。

　 ロボ ッ トの製作学習は，ものづ くりの学習の

発展的な学習としてとらえている。生活 との関

連 を持たせ，よりよいものを作 り上げていく過

程の中から学んだことを生活の中で活かしてい

けるようなカ リキュラムを今後も考えていきた

い。

参考文献

　研 究紀要第22号 ・24号 （佐賀大学文化教育学

部附属 中学校2001年 ・2005年 ）
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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 ：福 島　 和洋

所 在 地 ：熊本 県熊本 市京 町本 丁5-12

電話番号 ：096-355-0375

Ⅰ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　 本校の特色は，国立大学法人熊本大学の教育

学部に附属 して設置 された学校であり，公立中

学校 と同様に教育基本法や学校教育法に基づく

中等普通教育を行 うとともに，次の使命 を持っ

ている。

(1)教 育研究の学校である。

(2)教 育実習の学校である。

(3)地 域の学校の研究に協力する学校である。

　 本校の研究は，平成14年 度か ら，「気づきか

ら実践までの 『考える力』」の育成 を目指 して

取 り組んでいる。『考える力』は 「感受能力」「思

考能力」 「表現能力」で構成 される力のことと

し，これ ら３つの力をバランスよく身につけた

生徒の育成を目指 している。また，『考える力』

が育成 されたかどうかを評価するために，各教

科の指導 と評価 との整合性をはかり研究を進め

ている。

２　 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

教員数18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

気づきから実践までの 「考える力」の育成

～技術 ・家庭科 としての試み～

(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 では，『考 える力』 の育成 とその評 価

のた めに，構成す る ３つ の力 「感受能 力」「思

考能力 」 「表 現能力」 を授 業 で運 用す る形 で

再構成 し， 「論 理的 ・批判 的思考 」 と 「相 手

意識 のあ る伝 え合 い」の ２つ のカテ ゴ リーを

取 り入れ授業実践 を行 つた。 その中で も 「試

考 」 と 「葛藤」 の場面 を授業 の中に意 図的 に

作 り出す ことに よって，各教科で 『考 える力』

の育成 を図るた めに重点的指導 を行 った。

　 平成18年 度 の技 術 ・家庭 科で は，『考 え る

力』育成 のための重点 的指導 をふ まえ，題材

の選定や教材 と教具，指導 と評価方法 の工夫

を行 うこ とによ り，授業 に 「試考」と 「葛藤」

の場面 を設定 し，指導上課題 となってい る①

技術 とものづ く り 「エネル ギー変換」 ，②情

報 とコンピュー タ「プ ログラム と計測 ・制御」

の内容 に絞 り内容 を融合 させ る題 材 の開発 を

行 った。

　　さらに評価 については，課題 とな ってい る

「生活 や技術 への関心 ・意欲 ・態 度」 と 「生

活 を工夫 し創 造す る能力」の ２観 点に絞 り調

査研 究を行 った。

　　しか し，① と② を同時に考え させ ることで

目標 と評価 の内容 の対応 を させ るこ とが難 し

く，評価 の視点 があいまいにな り，評価規準

に適 さない指導 内容 となった。

　 そこで，平成19年 度 は 「プ ログラム と計測

・制御」 のみ に内容 を絞 るこ とで，学 習 目標

と評価 の 関係 を明確 化 した。 ま た， 「プ ログ

ラム と計測 ・制御」 にお ける基礎 的 ・基本 的

知識 ・技術 を習得 させ ，それ らを活用 し，身

近 な生活 問題 を解決す るための制御 ロボ ッ ト

を発想 させた。発想 した制御 ロボ ッ トを動作

させ るためのプ ログラム制作 と工夫 を行 う学

習 の中に 「試考」と 「葛藤」の場 を設定 し 『考

える力』の育成 を図 った。 さ らに，それ らに

も とづ い た年 間指 導計 画 と評価 計画 の 見直
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し，教材教具 の開発 を行い，合計17.5時 間 の

授業 を実践 した。

　 ［調査研究 の対象］

第 ３学年

２　 児童生徒の学習の実現状況 と考察

　 現行 の学習指導要領は，基礎 的 ・基本的な内

容 を確実 に身 に付 けさせ ， 自ら学び 自ら考 える

力 な どの 「生 きる力」 をは ぐくむ こ とをね らい

として いる。そ のた め，主体的な体験学習 の推

進，問題解決能力 の育成等 に取 り組み，身近 な

生活か ら課題や題材 を設定 し実践 してい る。そ

の一方 で，生徒 は 「学んだ ことを生活 に生かす

こ とが できない」 とい う指摘 もある。 また， 中

央教育審議会 の 「審 議経過報告」1）では，技術

・家庭科の方 向性 と して 「技術 を評価 ・管理で

きる力」の育成 を挙 げてい る。

　　この よ うな観 点か ら， 「プ ログ ラム と計測 ・

制御」 の学習内容の在 り方 について も，プ ログ

ラムの制作が最終 目標 では なく，制作 を通 して

身近 な生活や産業利 用等の基本的 な仕 組み を理

解す るこ とによ り，製品や システム を正 しく評

価 し，活用で きる能力 を育成す る必要が ある。

つ ま り，身の回 りに使われてい る様々な機器 に

もコン ピュー タが組み込まれ，その結果，操作

はよ り簡単 にな り，効率的かつ高精度 の仕 事が

できる ことに気づ き，それ を適切 に活用す るこ

とが学習 目標 として求 め られてい る とい える。

　 本校 で は これまで ， 「プ ログ ラム と計測 ・制

御 」の学習 として，走行 型 ロボ ッ 卜を組 み立て，

プ ログ ラムを作成 し動 かす とい う実践 を行 って

きた。 基礎 コース と応用 コー スを用 い，基礎 コ

ースで試 した ことを活用 し，応用 コー スでいか

して ゴール させ る とい う 「試考」 と 「葛藤 」の

場の設 定はで き，『考 える力』 の育成 は ある程

度 達成 できた。 しか し， この題材 だけでは身近

な生活や産業へのかかわ りを理解 させることは

難 しく，身近な生活の具体的な問題に結びつけ

た教科 目標を達成す ることは困難であった。

　そこで教科 目標を達成するために指導 と評価

の改善を行った。以下にその概要を紹介す る。

(1)　指導の改善

ア　身近な生活の中でプログラムによって制御

されている機器を調査させ ることにより，身

近な生活 とのかかわ りを理解 させることがで

きた。 （詳細は ３(2)に記載）

イ　 身近な生活に生かすために，操作にかかわ

る時間や労力の軽減 を図る制御 ロボッ トを発

想 させた。この実践により，制御の対象 を走

行型 ロボッ トから，身近な生活に役立つ ロボ

ッ 卜に発展 させ，生活や技術への関心 ・意欲

・態度を向上 させ ることができた。 （詳細は

３(4)に記載）

ウ　発想 した身近な生活に役立つ ロボッ 卜を模

型化 し，それを実際に動作 させるためのプロ

グラムを制作 させ ることにより，走行型 ロボ

ッ 卜を動かすプログラムをもとに，身近な生

活 に役立つ ロボ ッ 卜のプログラムを考え出

し，生活を工夫 し創造する能力を向上させる

ことができた。

　　具体的には，身近な生活に役立つロボッ 卜

の開発で工夫 し創造すべきことは，操作にか

かわる時間や労力を軽減す ることにあるとい

う点を発想の出発点とした。また，ロボッ 卜

を動かすためにプログラムを制作 し実行を繰

り返す ことにより，最初は 「自分の生活に役

立てる」ことだけが 目的だったが，「誰でも

安全に使 える」や 「エネルギー資源に配慮 し

て使 う」 とい う目的へと発想の転換が見 られ

た。 これは， 「個人的な必要性」を考えたプ

ログラムから 「社会的な必要性」を考えたプ

ログラムへ とレベルがあがった と考えられ

る。また， レベルを上げるためにプログラム

を制作 し実行する学習過程において，「試行」

と 「葛藤」の場が生 じ 『考える力』の育成に
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もつながった と考え られ る。

　 これ らの部 品を使 用 し，生徒 のアイデ ィア

に よ り製作 した身近 な生活 に役立つ ロボ ッ ト

「雨が降る と自動的 に閉まるシャ ッター」 を

例 にそ の特徴 につい て以下 に示す。

　洗濯物 を干 してい ても，突然の雨に洗濯物

が台無 しにな った とい う経験か ら，雨が降 っ

て も洗濯物がぬれ ない よ うにす るために発想

した身近な生活に役 立つ ロボ ッ トである （図

１）。 降 った雨水 の重 さで コ ップが下が り，

コップにタ ッチセ ンサが反応 しシャ ッター を

おろす とい う仕組み である。 また，雨がや ん

で，雨水が減 りコ ップが上 がった ら， シャ ッ

ター も上昇す る仕組み である。

a　 発想図

b　 製作物

　　　　図 １　 降雨 感知式 自動シャ ッター

(2)評 価 の改 善

ア　 「関心 ・意欲 ・態度 」については，到達 目

標 が １点で はな く，幅 を持 った方 向 目標 であ

るため，設定 した幅 の範 囲内に入 って いれ ば

よい こ ととし，ね らいの方 向へ どれだ け到達

した かで評価 した。そ のために，学習前 と学

習後 の 「プ ログラム と計測 ・制御」の関心 ・

意欲 ・態度 をウェ ビング法で記述 させ，前後

を比較 し目標に到達 してい るか ど うか を評価

した。 （詳細は ３(5)に 記載）

イ　 「生活を工夫 し創造する能力」については，

走行型 ロボッ トを動作するために制作 したプ

ログラムを，身近な生活に役立つ ロボッ トの

プログラムに生かす といった，類似 した経験

をもとに解決方法を考え出したり，複数のプ

ログラムを組み合わせてより使いやすいプロ

グラムを考え出すために，課題を持って取 り

組んでいるかどうかを評価 した。 （詳細は ３

(3)に記載）

　以上のような指導や評価の改善により，「プ

ログラムが短時間で確実に制作でき達成感を得

た」「身近な生活に役立つプログラムに挑戦す

る意欲が生まれた」 とい う成果と， 「個に応 じ

た支援を具体的にどのように行 うか」「グルー

プ活動を実践するなかで，個に応 じた評価をど

のように行 うか」の課題も見えてきた。

３　 評価方法に関する研究成果

　(1)プ ログラムと計測 ・制御」の指導計画

　　 各題材の扱いについて検討を行い，「プロ

グラムと計測 ・制 御」の指導計画を表 １のよ

うに作成 した。17.5時 間とい う限られた指導

計画の中で走行型 ロボッ トと身近な生活に役

立っロボットのプログラム制作を中心に題材

を設定 した。 技術的素養の育成２）を 目指す

観点か ら，次のような指導 と評価の改善を行

った。検証 した学習内容 と評価規準は，以下

の ６点である。（表 １の①～⑥に対応）

　　 ① コンピュータを用いたプログラムに関

心をもち，身の回 りで見 られる計測 ・制

御 について調べようとしている。（関心

・意欲 ・態度）

　　 ③ サンプルプログラムを用いて，課題を

解決するために，情報処理の手順を工夫

している。 （工夫し創造する能力）

　　 ⑤b　 コンピュー タを働かせるプログラム

　　　　 に関心を持ち，その役割 と機能につい

て身近な生活にいかせるか考えようと

している。（関心 ・意欲 ・態度）

―322―



⑤d　 プ ログラム を用い て身近 な生活 に役

立つ ロボ ッ 卜を制御 をす るこ とがで き

る。 （工夫 し創造す る能 力）

⑤e　 課題 に応 じてプ ログ ラムを修正 して

い る。 （工夫 し創造す る能 力）

⑥　 生活 とコン ピュー タを用い た計測 ・制

御 システ ム との関係 につ いて関心を持

っている。 （関心 ・意欲 ・態度）

表 １　 「プログラムと計測 ・制御」の指導計画

(2)　「日常生活 とコンピュータ」の指導 と評

価の改善

　　 目標の実現状況を把握するために 「家庭生

活」「会社 ・産業」「地域社会」の３項 目に分

けて身の回 りで行われているコンピュータ制

御を調査 させた。図 ２が生徒の記入 した学習

プリン トである。

　　 評価は，図２の上図のように全てを網羅 し

調べている生徒は 「興味 ・関心 ・意欲」につ

いてＡと評価 し，下図のように調べた数が少

なかったり項 目に偏 りが見 られる生徒はＢと

評価 した。

　　 つま り全体の記載の量だけでなく項目の網

羅 してい る度 合い を見 るこ とに よ り， 「関心

・意欲 ・態度」の判定 を行 った。イ ンターネ

ッ トや書籍 な ども利用可能 と したた め，Ａ判

定が81％ と高い値 を示 した。 この調査活動に

よ り，生徒 は 日常生活 とコンピュー タのかか

わ りを意識 し，次の題材 の意欲 へ とつ ながっ

た。 また，評価 も記入数 と項 目の偏 りを見 る

こで客観性 が増 した。

図 ２　 身の回 りを調べるためのワーク シー ト

(3)　 「プ ログラムの制作」の指導 と評価 の改善

「技術的な課題 を解決 す るた めの手順」 と

して，実際にプ ログラム開発 と して取 り組 ま

れ てい る工程 に沿ってプ ログラム作成 を体験

させ た。 それは， 「システムの分析 」 「アル ゴ

リズムの決 定」 「フ ローチ ャー トの作成」 「プ

ログラムの作成 」 「プ ログラムのテス ト」の

５段階であ る。 この工程 をもとにプ ログラム

作成 を進 めてい くことで，「自 らを律 しつつ，

計画的に行 動を継 続す る態度 」 と ともに，キ

ャ リア教育 と しての 「勤労や仕 事 に対す る理

解力」の育成 も 目指 した。

　　今回 の研 究では，実現状況 を把握す るた め

に， 「アル ゴ リズム決 定→ フ ローチ ャー ト作

成→プ ログラム作成」の流れ を確認 させ るた

めの学習プ リン トを作成 した。 このプ リン ト

に記入す るこ とで プログラム を実行す る前段

階で 「試考」 し，実行が うま くいか ない場合
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は学習プ リン 卜に戻 って 「葛藤 」できる場面

の設定ができる と考 えた。

　 図 ３の左図 がフ ロー チャー トか らプ ログラ

ムを作成 できた としてＡ と，右 図が フ ロー チ

ャー ト作成 は してい るがプログラム作成 はで

きていない として Ｂ と評価 した。 この指導方

法 によ り，成果が あが った と思 われ る事項は，

プ ログ ラ ミングの ステ ップ をふ ませ るこ と

で，思考 のつまず きを， 自分 自身でチ ェック

す るこ とがで きた こ とで ある。 また評価方 法

について は，走行型 ロボ ッ トで学んだプ ログ

ラム制作 の知識 を，類 似す る経験 を応用 して

生活 に役 立つ ロボ ッ トで再生す ることに よ り

「工夫 し創 造す る能力」が育成 された ことが

明 らか とな り，その評価 を行 うことが可能 と

な った。

図 ３　 プログラム 作成ワークシー ト

(4)　 「コンピュータを使った計測 ・制御」の

指導 と評価の改善

①　 「関心 ・意欲 ・態度」の指導と評価の

工夫改善

　　　身近な生活や産業利用等の中からコンピ

ュータによって制御 されているものを調べ

た活動を生か し，コンピュータで制御させ

ることによって生活を改善するという目的

の簡単で身近な生活に役立つ ロボッ卜を発

想 させた。発想 したアイディアは，クラス

毎に選考会を開き，生徒 自ら投票によって

5つ を選ばせた。この選考会では，他者の

発想 したアイディアを評価す ることにより

「技術の利用方法や製作物に対する技術的

な評価力」の育成を目指 した。この指導に

より，「興味 ・関心 ・意欲」の評価 を行 う

予定であったが，教師が選考規準を決めた

ため，判断に無理が生 じ評価を行いにくか

った。今後の課題 として，生徒 自身に評価

規準を設定させ，どのよ うな規準を設定 し

選考したかで評価できるのではないかと考

える。

　　選考会で選ばれた４クラス分のアイディ

アはべス 卜アイディア賞 として掲示 し，さ

らに教師の手によって ７つのアイディアに

絞 り，制御するための模型 として具現化 し

た。

②　 「工夫 ・創造」の指導 と評価の工夫改善

　「工夫 ・創造」の観点の学習 目標 は”解

決 目標”であり，到達すべき目標がはっき

りしていて， 目標に対する到達の度合いで

評価することができることが特徴である。

　　そこで，「工夫 ・創造」の評価は，最初

に考えたプログラムか ら課題 を見つけ出

し，それを修正 し改善できたかとい うこと

を質と量の段階に分けて評価 した。それを

評価するために利用したのが図４のワーク

シー 卜である。質の評価は 「課題をもとに

修正 しているかどうか」，量の評価は 「修

正を行ったかどうか」 とい う点で行った。

　　図４の左図が課題を見つけプログラムを

修正できたとしてＡと，右が修正は してい

るが課題 を見つけないでプログラム修正を

行 っているとしてＢと評価 した。 このワー

クシー 卜だけで評価す ると，Ａが86％ と比

　較的高い割合だった。その原因として， ２

人 １組の班で学習活動を行ったために，進

度の早い生徒に合わせてワークシー 卜が作

成 されたためと考えられた。そこで，期末

テス 卜により，自分が作成 したプログラム

の説明と修正点，修正理由を問題に設定 し，

記述式で解答 させた。 どれだけ説明できる

かによって理解度を測定し， ワークシー ト

が個人評価 として利用できるよう試みた。

結果はＡが76％ の割合に減少 し，個人評価
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と して厳 密 に使 え るよ うにな った と考 え

る。 この評 価方法 によ り，学習課題 を入力

し，思考 ・判断活動 を行 い，課題解 決 を行

った思考過程 を， ワー クシー トに表 現 させ

ることで 「工夫 ・創造」の評価 が明確 にな

った。

図 ４　 プ ログラム 改善の ための ワー ク シー ト

(5)　 「これ か らの コン ピュー タによる計測 ・

制御 」の評価 方法の改善

　　 「関心 ・意欲 ・態度 」の観 点は，情 意的な

評価 であ るため、生徒の個性 が出る。 また，

到達の姿 も様 々で あるた め，個人内評価で読

み取 るこ とと した。 さ らに，ね らいの方向 に

幅 を持 たせ た”方 向 目標 ”を設定 した3）。そ

の評価のた めに利用 した ワー クシー トが図 ８

の ウェ ビング法 による 自己評価で ある。

　　図 ５の左が指導前 にかいた もので あ り，右

が17.5時 間の指 導実 施後 にかい た もので あ

る。指導前 には 「時刻表」や 「体育大会 のプ

ログラム」 といった計 画表 をイメー ジ してい

るが，指 導後 には 「炊飯器」 「掃除機 」 「クー

ラー」 といった生活 で利 用 している機器 をイ

メー ジし，生活 とコンピュー タを用 いた計測

・制御 システム との関係 について関心が深 ま

った とい う点で Ａ と評価 した。 この評価方法

は，図 ６のチ ェックシー 卜を使 って行 い，「関

心 ・意欲 ・態度」 を量 ，質，情意の ３段階 で

自己評価 を行 うこ とでその変化 を見た。 この

方 法を用 い ることに よって，ね らい の方 向か

ら外れ ていないか，思いが深 まって いるかな

ど，目標 の到達度 を自己診 断す ることがで き，

教 師の働 きかけに よる指導の重要性 も確 認で

き た 。

図５　 ウェビング法による自己評価シー ト

図 ６　チ ェックシー ト

４　成果の普及 と今後の展望

　　本研究の成果をもとに，今後の 「工夫し創造

する能力」を評価す る時に，発想 を個人から社

会の必要性ヘレベルを上げ，製作を行 う内容Ａ

との関連 も図った指導を実践 していきたい。ま

た 「関心 ・意欲 ・態度」の評価は，これまで授

業態度や忘れ物などを評価材料 としていたが，

本研究の方法を取 り入れることにより，明確な

評価ができるようになった。今後，自己評価の

回数を増やすなどして，さらに客観性が上がる

よ う工夫 していきたい。
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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

　　 気づきから実践までの 「考える力」の育成

～技術 ・家庭科としての試み～

(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］

　　 学習指導要領のねらいは，基礎的 ・基本的

な内容を確実に身に付けさせ，いかに社会が

変化 しようと，自ら学び 自ら考え，主体的に

判断 し，行動 し，よりよく問題を解決する能

力などの 〔生きる力〕をはぐくむことにある。

　　 本校では，『考える力』を 「感受能力」「思

考能力」「表現能力」の ３つの要素 として と

らえている。

　　 技術 ・家庭科においては教科の特質か ら以

下のような力を育成することが重要になって

くると考えた。

　　 ①　生活における改善向上すべき問題を発

見 し，自分の課題を解決するための方法

について考え，問題解決力を生活に活用

していく実践力

　　 ②　授業で身に付けた基礎的 ・基本的な知

識 ・技術を実際の生活や学習の場面にお

いて適切に表現 した り活用 した りできる

力

　　 ③　家庭や地域社会 とのつなが りを重視

し，生活を創造できる力

　　 ④　 実践的 ・体験的活動を通して，達成感

や成就感を味わい，職業観 ・勤労観を高

めるとともに，将来の生活を見通すこと

のできる力

　　 本教科でも，上記の ３要素をもとに身近な

生活から問題を見付け，家庭や地域などに学

びを広げ，将来を見つめる豊かな生活を営む

ことのできる 『考える力』を身に付けた生徒

の育成を目指 し研究を試みた。

　 平成 １８年度の技術 ・家庭科 （家庭分野）

では，『考える力』育成のために，「消費と環

境」Ｂ(4)(6)に 関する学習内容の題材開発

を中心に研究を行い，衣 ・食 ・住生活での実

践の関連を図 りながら学習を進めた。

　 また，授業作 りの視点 として，展開の中に

「試行」「葛藤」の場を設け，『考える力』育

成の手だて とした。

　 評価については， 「生活や技術への関心 ・

意欲 ・態度」と「生活を工夫 し創造する能力」

の ２観点に視点を絞 り，調査研究を行った。

　成果 としては，生徒自身の主体的な学習が

進められ るような工夫を重ねていくことで，

生徒の自主性，学習意欲 を引き出すことがで

きた。また，生活の振 り返 りから，身近な生

活の中に自分の課題 を見付 けるとい う活動を

取 り入れ，問題解決能力を生活に活用 してい

くことで，学習する意欲関心を高めさせ るこ

とができた。

　 しか し，「消費と環境」学習の中で，生徒

の学習活動に個人差が大きく見 られ，衣 ・食

・住生活学習での実践内容での評価規準を明

確にすることが課題になった。また，多様な

実践内容にも対応できるような自己評価，相

互評価の規準を明確にさせ，生徒同士学び教

え合 う授業スタイルの工夫が必要になった。

　そこで，平成 １９年度は，Ａ 「生活の 自立

と衣食住」とＢ 「家族 と家庭生活」の内容を

「環境教育」 とい う視点で関連させ，題材の

開発や ３年間を見通 したカ リキュラムの見直

しを行った。授業の中で，衣 ・食 ・住生活学

習の中での 「消費 と環境」に関する基礎 ・基

本 を確実に身に付け，環境に配慮 した実践力

を高める手だてを工夫 した。

　また，自己の成長を確認でき，学ぶ喜びに

つながる意欲 ・関心 ・態度の評価や，自己評

価，相互評価，教師側の評価とのかかわ りな

どについて研究を深めた。
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［調査研究の対象］

２　 児童生徒の学習の実現状況と考察

　技術 ・家庭科における 「環境」に関する学習

は，環境問題に対応するための知識を習得 させ

るだけではない。環境に配慮 した生活や責任あ

る行動ができること，生活様式を環境にや さし

いものに変革 してい くこと，環境や資源に配慮

した生活技術を培 うことが必要であると考え

る。また，よりよい豊かな生活を実現するため

には，生活に必要な知識や技術を身に付け，実

際の生活の中で，いろいろな問題解決の方法を

学ぶことが重要である。

　また，中央教育審議会の 「審議経過報告」1）

の中で ，「持続可能な社会の構築が強 く求めら

れている状況 も踏まえ，エネルギー ・環境問題

という観点も含め，さらなる充実が必要である」

と示 されている。生徒の実態からは，環境問題

に対する関心は高いものの生活への実践力は低

い傾向が見 られる。

　そこで，学習指導 と評価の工夫を図ることで，

生活への実践力を高め，豊かな生活の実現を目

指す生徒を育成することをねらいとする。

本校では，『考える力』を身に付けた生徒の姿

を考え，表 １に示す 「めざす生徒像」 として表

した。その生徒像に近付けるために，「指導計画

や指導内容の検討を行い，『考える力』 を身に

付けた生徒の育成を目指 し研究を進めてきた。

　また，これ らの生徒像は，それぞれ独立 して

育つものではなく，適切な学習課題を解決 して

いく過程の中で，関連 しあいながらスパイラル

的に育ち高められてい くものと考える。学習活

動においては，それぞれの能力の育成を意図し

たり，重点を置いた学習活動の展開を計画する

ことで，より効果的に育てることができるもの

と考える。

表 １　 「考える力」を身に付けた生徒

　本校の取 り組みの中で，教科 目標 を達成する

ために，指導の改善を行い，効果の上がった ３

つの方法を紹介する。

（1）　 自分 の消費生 活 を見 つ め， これ まで の学

習 を振 り返 ることで，問題 点 に気付 くことが

で きた。 詳細 につい ては ３（5）で説 明す る。

（2）　 「消費 と環 境」 の基礎 ・基本 を確実 に身 に

付 け，衣 ・食 ・住生活への 関連 を深 めるた め

に，個人の課題 にあった図 １のよ うな資料 ｛情

報通信 技術 （ICTの 活用）｝ を用意 し，個

々の問題解決 への支援 を行 うこ とで工夫 ・創

造す る能力が高 まった。詳細 について は ３（2）
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(3)(4)で 説 明 す る 。

図 １　 衣生活再利用スライ ド

(3)　主体的 ・継続的に取 り組む態度 を養って

い くために，家庭 での実践課題 と関連 させ る

ことで， 「環境」 につ いて学習 した こ とを生

活に生かす力 （実践力 ）を高め るこ とができ

た。詳細 につ いては， ３(5)で 説 明す る。

また，教科 目標 を達成す るために，評価 の

改 善を行 い，効果の上 がった ２つの 方法 を紹

介す る。

(4)　指導計画の見直しを行い，学習 目標を明

確化 し，継続的な学習指導 を行 うことで， 自

己評価 と相互評価 を定期的に行 った。 詳細 に

ついては ３(5)で 説 明す る。

(5)　 教科の特質 よ り『考 える力』を分析 し，「論

理的 ・批判 的思考」 と 「相 手意識 のあ る伝 え

方」を取 り入れ た授業 の構成 をす る ことに よ

って，『考 える力』 を意識 した授 業の実践 に

つなげ，学習活動 と評価 のよ り一層 の関連 を

図 った。詳細 につ いては ３（5）で説 明す る。

以上の よ うな指 導や評価 の改善 によ り， （6）

(7)の 成果 と(8)(9)の 課題 が挙 げ られ る。

(6)「 関心 ・意欲 ・態度」 の実現状況 は， 「家

庭生活 と消費」学習での長期間にわたる実践

を終えて，Ａと判断される状況の生徒がが43

％から66％ に向上 した。指導計画の見直しを

行い，定期的に学習指導を行ったことによる

ものであると考える。

(7)　 「生活を工夫 し創造する能力」の実現状

況では，衣 ・食 ・住生活 学習 と 「消費 と環境」

の学習 を関連 させ ることで，環境を配慮 した

生活への実践力が高ま った。

(8)　 グルー プ活動 を工夫 し，個 に応 じた指 導

をどの よ うに行 うか。

（9）　 多様 化 した実践課題 の評価 を どの よ うに

行 うか。

３　 評価方法に関する研究成果

(1)　「消費 と環境」の指導計画

　指導 と評価の計画を作成する場合，教科 目

標や分野別 目標か ら，表 ２や表 ３に示 した育

成する能力や態度を明確にする必要がある。

また，題材 ごとに学びを広げ，家庭や地域社

会とのつなが りを重視 し，図 ２に示す他教科

との系統性を把握することも重要である。そ

こで，評価規準と観点毎の具体の評価規準の

見直しを行った。また，指導 と評価の一体化

を図るために，評価 時期や評価方法を表 ４や

表 ５に示す指導計画の中 に位置付けていっ

た。

表 ２　 技術 ・家庭 科 の中で は ぐくむ能 力 ・態度

表３　技術 ・家庭科での 『考える力』

表４　　「消費と環境」学習指導計画
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学習系綱

図２ 「消費と環境」に関する学習の系統図

（2）　 「食生活」学習の指導と評価の改善

　食生活学習の 中で，エ コク ッキングを行い，

身近 にで きる環境 を配慮 した生活の実践の場 と

して学習意欲 を高 めた。 また，図 ３に示す よ う

に選択教科 との関連 も図 り，意欲 を継 続 させて

い った。 また，本校 での農園で栽培 した作物 を

用 い ることに より，全体 の63％を 占める生徒が

食生活学習において，環境や資源 に配慮 した生

活 を工夫す る力 を高め ることがで きた。

図 ３　 エコク ッキング

（3）　 「衣生活」学習の指導 と評価の改善

　衣 生活学 習の事前調査 では，環境 に配慮 し

た生活への関心は34％と低 い結果 が見 られ た。

再利 用のアイデ アも少 な く，生 活を工夫 し創

造す る考えの視野 も狭 かった。 実態調 査の結

果か ら，生活経験 の中で，衣服 を購入す る経

験は多 くあるが，製作 した り，衣服 の手入れ

をす る機会 が少 ないため と考 え られ る。 しか

し，再利用 の視点 を 「個人」 か ら 「社 会」へ

と広 げてい くことや ，製作す る力を高めてい

くことに より，衣生活 に関す る工夫 ・創造力

も向上 した。

（4）　 「住生活」学習の指導と評価の改善

　住生活学習では，環境に配慮 した家造りの

写真や映像を用いた り，インターネッ トで「人

と防災未来センター」の調べ学習を行った。

学習時期を京都 ・大阪での修学旅行での体験

活動に関連 させて学習を行ったので，意欲 ・

関心も高まり，学習プリン トの記載の中から

も自分の生活に生かそ うとする態度が見られ

た。

（5）　 「消費と環境」学習の指導 と評価の改善

① 定期的な振 り返 りの実施

　実現状況 を把握す るた めに 「長期休み 実

践 レポー ト」 「１週 間実践 レポー ト」 と関

連 させ て， 自己振 り返 りの機会 を定期的 に

設定 した。 指導上成 果のあ った と思 われ る

事項は，家族 と共に取 り組 む視 点が広が り，

「環境 」 と 「家庭 生活」へのつなが りを深

め，実践意欲 が高まっていった ことで ある。

② 多角的な評価方法

　主体 的 ・継続 的に取 り組 む態度 を養って

い くために，夏休み に実践 した他者 の発 表

内容 を聞いた り，環境セ ンター の方の話 を

聞いた りした。 また，それ らを， 自己実践

の参考 に させ るこ とで， 関心意欲 も高まっ

てい った。

③ 発表形式による評価方法

　 図 ４に示 す課題

解決 の道す じに沿

って， レポー ト形

式 とス ライ ドを使

っての発表 形式 に

よる評価を行った。

多様化 した実践に

対応するために， 図 ４　 課題解決

表 ５の よ うに評価規準 を明確に した。

自分の意見 を明確に表現 させ るた めに，発

表のプ ロセス に沿 った実践 レポー トを用

いて発表 させ ることで，相手意識のあ る伝

え方がで き， さ らに，次の学習への意欲 と
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つながっていった。今後は,実 践報告記述

から生徒の学びの成長を意欲関心 と関連 さ

せて分析 していきたい。

表5「 消費 と環境」評価規準

④ 評価方法の工夫

技術 ・家庭科の学習では,知 識 と技術の

習得に終わることなく,自 分がかかわれる

生活を見つ め,問 題を発見 して解決するた

めに,自 らが工夫 し,創 造する能力を育成

することが大切である。評価方法 として,

学習プリン トや実践 レポー ト,製 作物,自

己評価,相 互評価などを通 して,生 徒の認

知構造についても評価 を行った。(資 料1

・図5参 照)

資料1評 価活動の流れ
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図5問 題解決のための課題設定の流れ

図6学 習 プ リン ト

また,実 現状

況 を把握 す るた

め に,定 期 的 に

1週 間 ご との実

践事 項 を確認 さ

せ るた めの 学習

プ リン トを作成

した。(図6参 照)

更 に,実 践内

容 を整 理 し,図

や表 にま とめ,

デジタル資料 とし

て,学 びを互いに共有し自分の実践を他者

に伝える機会を取 り入れた。

指導上成果のあった事項は,1週 間実践

し,内 容の見直しを行 うことで,自 分の家

庭で長期的に実践できる項 目を,自 分 自身

でチェックし改善できることである。更に,

自分の家庭に応 じた実践内容を工夫する力

が高まったことである。(図7参 照)

指導上課題のあった事項は,実 践の内容

が多種多様化 し個人差が見 られ,個 に対す

る的確な支援をすることが困難であった。

また,対 応す る時間が制限され対処できな

い場合があったことである。そこで,多 様

図7学 習 プ リン ト

な実践内容 に

も対応できる

ような 自己評

価,相 互評価

の規準をより

明確に させ,

生徒同士学び

教え合 う授業

スタイルが必

要である。今



後，質の高い学びを目指 し，学習過程を重

視 した評価を工夫 していくことが課題であ

る。

⑤ 自己評価 と相互評価

「環境に配慮 した生活実践発表会」では自

己評価 と相互評価を取 り入れ，表 ５のよう

な評価規準を設定 した。授業の展開の中で

アからウの視点を取 り入れた 「テキス ト」

（図や表やその他資料も含む）を活用 した。

相互評価の取 り組みの中で，『考える力』

を中核 として，「読む力」「書 く力」を総合

的に高めることができると考える。

ア　　「テキス ト」を理解 ・評価 しながら読

む力を高める取組 （図 ８自己評価を参照）

イ　 「テキス ト」に基づいて自分の考えを

書 く力を高める取組 （図９相互評価を参

照）

ウ　様々な文章や資料を読む機会や，自分

の意見を述べた り，書いた りす る機会の

取 り入れ （図 ９の相互評価を参照）

　　この 「テキス ト」の活用により，他者

と自分 との意見を比較 し，次への課題を

発見することができた。また，相手意識

のある伝え方を工夫することで，自分の

考えを整理 しま とめる力も向上 した。

　 更に，自己評価の結果 を相互評価 を取

り入れることで自分の考えを見直す こと

ができ，学習への意欲 も高まった。

表 ６　 環境に配慮 した生活実践 評価規準

図８　 自己評価の工夫 図 ９　 相互評価

⑥ キー ワー ド関連図での評価

　技術 ・家庭科の学習は知識 と技術の習得

に終わることなく，自分がかかわれる生活

を見つめ，問題 を発見 して解決するために，

自らが工夫 し，創造す る能力を育成するこ

とが大切である。

　 そ こで ，授 業 後

の ま と め に，家 庭

生 活 か ら連 想 す る

キー ワー ドをつ な

げ， 関連 図 を書 か

せ る こ とで， 生 徒

の認知構造 を知るこ図10キー ワー ド関連 図

とができた。

　また，生活を工夫 ・創造する能力を高め

ながら，総的合な理解力も深まった。更に，

題材の学習前と学習後の意欲関心の変容 を

知る資料 としても活用 した。

４　 成果の普及と今後の展望

　 意欲を高めなが ら，創造性を伸ばし生活への

実践力，すなわち活用力を高めてい く継続的な

指導が必要であると考える。他教科や特別活動

等の活動 との関連を図った指導を心がけ，問題

解決型の学習を充実させ，生徒 どうし学び教え

合 うグループ学習など多様な学習方法を取り入

れ研究を進めていきたい。また，これ らの実践

を行 うことにより，地域や環境 とのつながりを

考えていくこともでき，「学びの実践の場」を

広げていくことができると考える。
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