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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

  旧村地域 と開発住宅地域が混在 し，核家族化

が進んでいる。保護者も学校教育に対 して協力

的である。本校は市内五番 目，創 立２７年 目の

中学校である。近年は田園や専業農家も縮減 し，

大半が京都 ・大阪等への通勤者の住宅街 となっ

 ている。

  こうした環境にあって生徒は比較的穏やかに

過ごしているが，学習や部活動の成績には敏感

で，ややもすれば過剰な競争意識が生活に影響

 を与えている。

  このような実情を直視 し，本校では 「知 ・徳

 ・体」の調和の とれた人づくりを重要な指導課

題 と捉えて教育にあたっている。指導の方針 と

 して 「心の教育 ・さまざまな トレーニングの実

践」を掲げている。保健体育学習はとりわけ重

 要な身体づ くりの柱 として本校教育の中核を担

 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 （ 4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

    生きる力を育む体育学習の在 り方につい

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 評価規準の整理による指導 と評価の一体

   化の研究推進

   ア 年間学習指導計画を見直 し、指導内容

    の精選を図る。

   イ 観点別評価規準を見直 し、評価方法の

    改善を図る。

  ② 課題解決学習の推進

   ア 課題解決のため，主体的な学習態度の

    育成，定着を目指した指導の工夫をする。

   イ 学習カー ドの改善や学習形態の工夫に

    より，課題の発見やその克服に向けての

    目標設定等，生徒が自ら考え実践する姿

    勢や能力を養 う。

   ウ 視聴覚機器 な どの教具の工夫 を推進

    し，意欲喚起に努めた り，思考 ・判断力

    の育成を図る。

  ③ 生涯スポーツへの意欲喚起

   ア 運動の楽 しさや課題克服によって得 ら

    れる達成感を効果的に味わわせ るために

    指導方法を改善し，生涯にわたって運動

    に親 しむ態度の育成を図る。

   イ 生徒に計画性を持たせ， 主体的に活動

    する意思の形成を図る。

  ④ 相互支援関係の構築

   ア 適切な生徒相互の評価 ・支援 により，

好ま しい人間関係の構築を図る。

   イ ペアやグループ活動の工夫により，相

互に影響 し合い，ともに高め合 うことの

喜びを味わわせる。
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 ［調査研究の対象］

全学年第２学年

２ 児童生徒の学習の実現状況と考察

 (1)関 心 ・意欲 ・態度

  各種 目に対 して， 自己の課題を設定 させた

  ことや課題克服に向けた練習方法の選択のた

 めの手立てを講 じたことで，意欲を持って取

  り組む生徒が多くなった。又，体育分野にお

 いても保健分野においても視聴覚機器を活用

  させたり，教科書や副読本の活用を促 した り，

 グループ内で意見交流をさせたことも関心を

 高めるきつかけとなり，意欲を持って取 り組

 む生徒を増加 させる一助となった。

  それ らのはたらきかけにより，生徒が進ん

 で取 り組 もうとしている姿は，各種 目に対 し

 て，探求心や向上心を持って取 り組む ときに

 とる姿勢，具体的には，何度 も繰 り返 し試技

 する姿や仲間に意見を求めるなどの態度であ

 り，その姿勢を示すことができる場を設定す

 ることが，評価をする際，重要かつ基本的な

 ことであると確認できた。

  しか し，ごくわずかではあるが，指導者の

 はたらきかけやグループの仲間からの助言，

 視聴覚機器などの導入によっても関心を示 さ

 ず， なかなか意欲的になれない生徒が存在 し

 た。

  こうした生徒は，総合的な運動能力が低い

 特徴があった り，集団行動に苦手意識 を持っ

 ている傾向が強い。

  又，指導者 としては教材の配列やねらいの

設定などにおける配慮が不十分であったこと

 が要因として考えられる。

(2)思 考 ・判断について

  思考 ・判断においては，学習カー ドの工夫

や視聴覚機器の導入により，自己の課題設定

 において多くの生徒が課題 を設定し，その克

服に向けた練習方法を見付けたり選び出した

 りすることができた。

  自己評価から相互評価へ と進め，そ して，

総括と新たな目標設定を繰り返 し指導 したこ

とにより，自己に応 じたねらいの設定とその

達成のための練習方法を選択する能力が向上

 した。

 又，生徒が自己の課題を見付ける場面では，

ＤＶＤカメラを導入 し，生徒 自らが自己の動

きを目の当たりにしたり，仲間からア ドバイ

スをもらった りしたことが，課題を 「設定す

る」や 「見付ける」 とい う学習活動に大きな

効果があったと思われる。

 又，努力を要す る状況にある生徒に対して，

具体策などを選べ るように学習カー ドにヒン

トとなるような事柄を記入 しておいた りする

ことも，思考 ・判断を見取るために有効には

た らいた と思われる。

 しか し，具体的に自己の動きの不具合がど

のよ うな身体操作に起因するのか分析 した

り，これまでの練習方法を課題に応 じて改善

した りす ることに弱さが残った。これは，指

導者が教材提示の内容やタイ ミング、その方

法などを生徒の能力に応 じて工夫 した り整理

した りして，生徒に学ばせる場面設定を改善

することで高めていきたい。

 このことは保健分野も同様で，考えた内容

を整理 した形で表現することに弱さがあり，

説明できるように繰 り返 し練習させ ることが

必要と考える。
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視聴覚機器の活用と個別支援の工夫

 (3)技 能について

   技能の評価においても，評価規準をどの程

  度の所に設定するかで，結果は変わってくる

  が，本研究においては， 「おおむね満足でき

  ると判断できる状況 （Ｂ）」か ら 「十分に満

  足できると判断できる状況 （Ａ）」の生徒が

  やや多い結果が出た。

   具体の評価においては，素早く移動 した り，

  素早い動きから急に止まった りする動きを求

  めると，評価の結果は低くなってしま う。

  例えば，柔道の投げ技において，一連の投

  げる動きが 「素早 く」できることを 「おおむ

ね満足できると判断できる状況 （Ｂ）」とす

ると，「素早 さ」に気を取 られすぎて，一連

  の動 きが正 しくできなくなる場合が多かっ

  た。

  それは，具体の評価規準が本校の生徒に対

して適切ではないことを示唆するものである

  と考える。

   したがって，技能においては，素早 さを強

くは求めず，一連の動きができることで 「お

 おむね満足できると判断できる状況 （Ｂ）」

とした。そのことで，生徒にとっても， どん

 な動きができればよいのか という，動きの構

 造を把握することにつながった。

  それは，技能 と知識 ・理解が合致した，「理

 解できているか らできる」動きへとつながる

 ことになると思われ る。

(4)知 識 ・理解について

  知識 ・理解の向上について，学習形態や学

 習カー ド，視聴覚機器の活用などにより改善

 され，実現状況が向上した。

  大半の生徒が 「おおむね満足できると判断

できる状況 （Ｂ）」にあり，「十分に満足でき

 ると判断できる状況 （Ａ）」にある生徒 も増

加 した。

  これは，学習カー ドや視聴覚機器の活用が，

思考，判断のみならず，知識 ・理解の向上に

も効果的に影響 したものと思われ る。

 例えば，保健分野では，学習カー ドにあら

か じめ予想させる項 目を設定 し，予想内容 と

新 しく知った事実 とを比べることにより，事

実に関する理解を深められるようにしたり，

又，体育分野では，視聴覚機器 を活用 し，生

徒 自らの動きを録画 し，模範の動きと比べる

ことで，技の構造をより深く理解できるよう

に工夫 した。

 さらに，グループで活動 していることで，

話 し合いの中での言葉や助言によって知識 ・

理解が高められるなど，互いに影響 し合 うよ

い環境が得られたことも一因 としてあげられ

る。

 具体の評価では、見取 りを行 うのに，学習

カー ドや定期テス トを活用 し，プ レーの手順

を図で示 し，そのプ レーの名前を客観的に答

える箇所 と，そのねらいなどを説明させる箇

所を設けて理解の深 さを判断 した。

 知識，理解の評価方法は，定期テス トに偏

りがちである。本校においても定期テス トに

よらない方法を模索 したが，学習カー ドの中

に知識 ・理解 を問 う内容の項 目を設定 し，そ

の蓄積により評価する方法を試行するにとど

ま り，生徒の動きか ら知識 ・理解を見取る方

法を見出すには至 らなかった。 さらなる研鑽

を積み， より実効性のある評価につながる取

組を進めたい。
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３　 評価方法に関する研究成果

　まず初めに行った評価規準の見直 しにおい

ては，文言や内容の見直 しによって学年間で

重複 して行つている評価があ り，学年が上が

るにつれて質的な高ま りを設定できていない

箇所が存在 していることが明らかになった。

　そこで，数種類の３年間のカ リキュラムを

作成 し，学年が上がるにつれて質的な高ま り

を示す規準の設定を模索した。 （末尾図 １）

その作業により，今度は， １年生において

高い評価規準を設定 してしまっているのでは

ないか，又， 「おおむね満足できる と判断で

きる状況 （Ｂ）」の設定規準が高す ぎるので

はないか とい うことが事案 として上がり，共

通認識を図る教科会議を開いた。

　 又，学習カー ドによる思考 ・判断の評価の

場合， どのような項 目を設定するのかを共通

認識する教科会議も持った。 （末尾図２）

　さらに，関心 ・意欲 ・態度の評価において，

学びの姿を特定するのに，評定につなげるた

めの評価と，そ うでない評価を明確に分ける

ことも行った。（末尾図 ３）

　その中で，指導者が見取るときの生徒の姿

を表現する用語について，曖昧さをなくす作

業を行ったことも，各指導者の見取 り方の差

をなくした り規準をより明確にすることにつ

ながった。

　 又，保健分野においては，学習カー ドを活

用 して予想 させ る場面を設定 し，予想によつ

て導き出 した答えとその理由を書かせること

により，思考の深 さを見取るように した。 さ

らに，予想 と結果を比べさせて理解に深ま り

が持てるように した。

４　 成果の普及と今後の展望

　(1)成 果の普及

　 ①　第46回 全国学校体育研究大会京都大会

において研究授業を実施

　 ②　平成18年 度京都府中学校教育研究会に

おいて研究発表を実施

③　 平成18年 度城陽市中学校実践交流会に

おいて研究発表を実施

④ 研究成果について本校のホームページに

記載予定

(2)今 後の展望

　 今回の研究により，指導と評価の一体化を

充実 ・推進することができた。今後の課題 と

して，生徒の発達段階や教材の順序 ・系統性

をふまえた年間学習指導計画や単元指導計画

の見直 し，指導のね らいや評価場面を具体化

するための学習カー ドの改良を進めて行かな

くてはな らないと考える。

　さらに， グループ活動や話 し合いなどを生

徒に定着させるため，横断的な力，普遍的な

力の育成 として教科の枠組を越えて，学校全

体の取組 として実践 し，その効果を交流 して

いくことが大切であると考える。

　 特に，評価においては，場面や方法をより

具体化す ることで， どの指導者が授業を行っ

ても一定の規準で評価できる指導案の作成を

達成 させたい。

　又，今回の研究により，共通理解を得るた

めに指導者の ミーティングの重要性をひ しひ

しと感 じ，その時間確保 も含めて学校全体で

取 り組むことが重要であると感 じた。

グループ発表などの学習形態の工夫
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図１

柔道　３年間のカリキュラム　その１（ 観点別評価規準を中心にして考えた）

柔道　３年間のカリキュラム　その２ （指導者が授業で押さえておきたいこととその手順を中心にして考えた）
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図 ２
【思 考 ・判 断 】を 評 価 す るた め の 学 習 カー ドの 内 容

注①　生徒自身が自己の能力や課題を理解していることが必要であり、また、教師がその生徒の能力や課題を知っている必要があ

る。そ

の理解を得るた め に、体 力 テ ス トの 結 果を見 て お く こ とや 今 ま で のデ ー タ に 目を通 しておく こと が必要 で あ る。

注②　 「今でき ること」「努力すれば 出来そうなこと」「 出来 そ うもない こと」 「なぜ 出来ない と思 うか」を問 う項 目を学 習カー ドに
設 ける必要 がある。

図 ３

自 己 評 価 共 通 項 目

１　教師が授業改善のために収集する資料として問うもの

1（ もっと努力が必要）　 2（努力が必要）　 3（満足）　 4（ 十分満足）　 5（非常に大きな成果が得られた）の５段階で
記入 させる。

・練習や ゲーム、話 し合 い等 の活動 に進 んで取 り組んだ
・練習や ゲーム、話 し合 い等 の活動 の中で楽 しさや 喜びを味わえた
・学習内容は理解 できた

・学習内容を より深 く理解す るための 自分な りの学習の仕方を した

２　評定につなげるための評価をするために設 問として問うもの （【関心 ・意欲 ・態 度】の評価 につなげるもの）

・目標 を意識 して活動 していた。

どの よ うな活動 をしていたかを書かせ る。

課題解決 に向けた活動を していたかが評価の基準 となる。

・自分 な りに調べてみ たことが ある。

　 調べ たこ と、調べ た方法 を書かせ る。

・自分で変化 を付 けた ところがある。← 【思考 ・判 断】 と重な る可能性が ある。　
どの ような変化 を付 けたか、それ によって得 られ た結 果等を書かせ る。

・仲間に対 して出来た ことがある。

　どの ような協力を したかを書 かせ る。

・仲間か らして もらった ことがある。

　どの よ うな ことが 自分に とって よかったか を書かせ る。

・次の活動に 目標が持てる。 ← 【思考 ・判断】 と重な る可能性が ある。

　 「○○だか ら次は△△を 目標 にす る。」 とい う理 由とともに書 かせ 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 ：永友康久

所 在 地： 宮崎県宮崎市生目台東４丁目1－1

電話番号 ：0985-54-6000

Ⅰ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　 本校は宮崎市西部の新興住宅地の中に位置 し，

本年度で開校16年 目を迎える宮崎市内で一番

新 しく創設 された公立学校である。生徒は明るく

素直であり，学校の教育目標の 「チャレンジ精神

で好ましい校風を築 く知性ある生徒の育成」のも

と，学校行事などに積極的に参加 している。

　 学習面では，授業にまじめに取 り組み，自分の

可能性を引き出そ うと努力する姿が見られ，宮崎

県学力優秀実践校に２年連続選ばれた。

　 運動面では，学校経営方針の一つに 「気力 ・体

力を身に付けさせ る部活動の充実」を掲げ，部活

動への加入率が９０％以上と大変高く，九州大会

や全国大会に毎年出場するなど優秀な成績を収め

ている。保健体育の授業では， どの領域にも，ま

た，運動の苦手な生徒 も積極的に取 り組むことが

でき，宮崎県体力つくり優良校に２年連続輝いた。

２　 学校の概 要 （平成19年5月1日 現在）

教員数34名 （３名）

Ⅱ　 研究の内容及び成果等

１　 調査研究について

　（1）研究主題

　　 基礎 ・基本を確実に身に付けさせる指導 ・評価

　 方法の工夫

（2）調査研究のねらい と対象

［調査研究のねらい］

　　体育分野 ・保健分野それぞれにおいて，平成

18年 度に見直した評価規準，指導計画を再検

討 し，授業を実践する中で，教師の評価活動の

留意点，問題点，課題を明らかにし，それ らを

分析 ・考察することで，今後，よりよい保健体

育の評価活動を推 し進 めるための参考資料を

作成することを目的 とする。

［調査研究の対象］

全学年

第２学年

２　児童生徒の学習の実現状況と考察

（1）器械運動 （跳び箱運動）

①　技能できばえ表の作成

　　各技の技能のポイン トを押 さえたできばえ表

（表 １）と学年別得点表 （表２）を作成 した。教

師が技能の評価をした り，生徒にとって技能のポ

イン トが明確であることにより生徒同士で評価

し合った りできるようにした。相互評価をするこ

とによって，個人の課題が把握でき課題解決のた

めに意欲的に練習に取 り組む様子や技能の高ま

りの認め合いが見 られた。昨年度，運動の技能の

評価を複数の保健体育科教師で行った ときに，評
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価のポイン トを確認 した上で行ったが，全く合わ

ない結果であった。今年度は，技能できばえ表を

使って評価 し，統一性を図ることによって改善が

見 られたのではないかと考えられる。しかし，作

成 した技能できばえ表は，段階の区分が不十分で

評価 しづらい，得点表が的確ではないなどの問題

点があり，まだまだ改善 していかなければならな

い。

表 １　 跳び箱運動技能できばえ表 （一部掲載）

着地で動いた－0.2　 着地で手をついた－0.5着地
で前に倒れた－1.0　 空 中でバランス を崩 してい る－0.5

表２　技できばえ得点表（３年）（一部掲載）

②　各学年における課題とする技の設定

　小学校か らの系統及び学年の実態に応 じて，

各学年における課題 とする技を下記のよ うに設

定 して授業を進めた。

　第 １学年 ・・開脚跳び， 台上前転， かかえこ

み跳び

　第 ２学年 ・・水平開脚跳び，仰向け跳び

　第 ３学年 ・・首はね跳び

　技の設定はこの ２年間の研究で始めたことだ

が，設定することにより，それまでの学習の進め

方であれば未経験であつたはずの技に挑戦 し，跳

べ るようになる喜びを味わ うことのできた生徒

が多かった。また，場を工夫 して課題に応 じた練

習をするときに，それぞれの場所で練習している

生徒の課題が似ているので，グループに助言でき

ることが効率的であった。しかし，自己の能力に

適 した技を選択 して技能を高めてい く時間が少

なく，設定 した技以外の練習時間が少なかったり

完成度が低かった りした。単元の授業時数や単元

計画の見直 しが必要である。

　生徒が選ぶ 「自己の能力に適 した課題」が果た

して適切なのか，何を基準に適切 とするのか，選

ぶ能力の有無も含めて非常に難 しい。一昨年まで

は，生徒が跳び箱運動の技を選ぶ時には，切 り返

し系の技を選ぶ場合が多 く，回転系の技を選ぶ生
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徒は２割に満たなかった。回転系の技は恐怖感が

あり，切 り返 し系を選ぶ傾向が強かった。しか し，

回転系を選んだ生徒は運動能力に関係なく，自分

の能力に合った技をある程度できるようになっ

た。そこで３年生には 「首はね跳び」が適 してい

ると判断 し，技を設定した。補助の仕方を説明し，

練習するときには必ず ２人補助をつけ，段階に応

じた場の工夫をして練習することにより，ほとん

どの生徒が回転することに対 して恐怖感を抱く

ことなく取 り組み，技能を高めることができた。

３年生による首はね跳びの練習

③　デジタル コンテンツや ビデオカメラの活用

　インターネ ッ トから跳び箱運動の動画を取 り

入れ，プロジェクターを使ってスクリーンに拡大

して映し出し，技の説明や生徒同士の教え合いに

活用 した。生徒の興味 ・関心を引きつけやす く，

スロー再生や一時停止をすることにより，技のポ

イン トの理解をより容易にする効果があった。ま

た，技のできばえを確認するために，教師が，又

は生徒同士でビデオカメラを使って撮影 した。現

在の自分の課題が把握 しやす く，ポイン トを押さ

えた練習へとつながった。しか し，これ らの時間

が多くなり，活動の時間が少なくなる場面もあっ

た。あくまでも，ね らいを達成するためのひとつ

の手法であり，デジタルコンテンツ自体を使 うこ

とが 目的とならないようにしなければな らない

と感 じた。また，スクリーンやプロジェクターの

準備，ＬＡＮなど各種ケーブルの接続に時間がか

かり，授業に差 し支えがあることがあった。活動

時間を確保するために，無線 ＬＡＮを導入するな

どの工夫が必要である。

教育機器の活用

④　学習カー ドの工夫 ・改善

　学習カー ドには，学習のね らい，現在の自分の

課題，自己評価，友達からのア ドバイスが記入で

きるようにした。学習のねらいを記入することに

より，学習内容や教師が評価することを理解 させ

た。また，友達からのア ドバイスの欄には，他の

生徒が演技を見て直接記入できるようにした。自

分ではわか らない課題を把握することができた

り，友達の課題を見つけようとすることにより，

技のポイン トの理解度が高まった りした。 さら

に，ア ドバイスしたことを，自分自身の練習で意

識 して取 り組む姿も見られた。初めに作った学習

カー ドは，すべての項目を含めて １枚にまとめさ

せたため，単元が終わってから評価をするときに

１人の枚数が多く，評価をしづらそ うなものであ

った。そこで，友達のア ドバイスは別紙とし，総

括的評価をするときに少 しでも効率 よくできる

ようにしたが，それでも多くの労力を費や した。

更なる工夫，改善が必要である。

器械運動学習カー ド
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（2）陸上競技 （長距離走）

①　 トリオ学習

　 1000m走 をするときに，グループの協力を

引き出す トリオ学習を取 り入れた。３人がグルー

プとなり，走る人，記録を記入する人，ア ドバイ

スや励ましをする人 （以後，声かけ隊）に分かれ

る。生徒相互の教え合い，励まし合いにより，意

欲を引き出すことを目的とした。声かけ隊につい

ては，学習カー ドの反省でも声かけ隊のおかげで

がんばって走れた とい うことを書いている生徒

が多く，生徒相互の教え合いが進み，意欲を引き

出す上で効果的であった。トリオ学習は他の単元

にも取 り入れ，バレーボールでのパス練習や柔道

でのかか り練習などの時に，活動している二人に

ア ドバイスをする生徒がいるように し，教え合い

を活発にさせた。そのときに欠かせないことは，

技能のポイン トを必ず押さえて活動に入るとい

うことである。何を教えればよいのかわか らなけ

れば，教え合いは成 り立たない。教えなければな

らない とい う立場で練習を見ることによ りポイ

ントを知識 として理解 し， 「分かる」ことで 「で

きる」ようになったという感想が学習カー ドに書

かれてあった。

②　声かけ隊の言葉かけの指導

　昨年度の声かけ隊は，励ますことに重点を置い

た。今年度はさらに発展させ るために，技術的な

言葉かけもできるよ うに したいと考えた。そこ

で，20mの 感覚でラインを引き，コーンを置い

てこの幅での歩数を声かけ隊に数えさせ，ペース

が落ちている時は歩幅が狭くなっていると捉え，

歩数が多 くなった時に走っている仲間に声をか

けるように指導した。声かけ隊は走っているペー

スが記録係に聞かなくてもわか り，歩数の計測に

よってペースが落ちていることを走っている仲

間に伝えることができた。しかし，歩数を数える

ことに集中しすぎてしまい，昨年度より，励まし

がおろそかになる場面が多かった。

（3）保健 （健康 と環境）

①　内容の整理

　保健分野の学習は，実生活に生きて働 く学習と

なるように，また，知識の獲得と活用する思考力

が身に付 くよ うに授業づ くりをすることが大切

である。そこで，授業をするにあたって， 「何」

を教えるのかとい う学習内容，それを支える具体

例や用語の整理を試みた。 （表3）

表３　内容の整理

②　関心 ・意欲を引き出す授業の実践

　保健の授業では，関心・意欲を引き出すために，

具体的で身近な事例を扱った り，実験を取 り入れ

た りした。また，意外性のある問いかけなどを工

夫 し，学ぶ意欲を刺激した。

　今回の 「健康と環境」における体温調節のしく

みの授業では，導入で 「人間の体温は一定かどう

か」を聞き， 「では，なぜ一定に保てているのか」

とい う問いかけ （核となる発問）をした。生徒た

ちは汗をかいて体温を下げているとい うことは

知っていたもののその他の具体的な体温調節の
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しくみは知らなかった。そこで，パワーポイン ト

や ワークシー トを活用 しながら暑いときや寒い

ときの体の状態やそ うなる理由 をグループ単位

で考えさせた。その中で， 「寒 くなると血色が悪

くなる」や 「暑 くなると血色がよくなる」という

意見が出てきたので， 「では，なぜ寒くなると血

色が悪 くなるの ？」と問いかけた。生徒の一人は

「血管が縮むからです」と答えた。すかさず 「そ

のことと体温調節はどう関係があるの ？」と問い

かけた。さらに，おもむろに実験道具 （ペ ットボ

トルを途中から切ったもの ２つ，紙粘土，お湯）

を各グループに渡 し，それ らを使ってどんな実験

で血管の収縮 と体温調節の しくみを調べること

ができるか考えさせた。生徒たちはペ ットボ トル

が何であるのか，紙粘土はどう使 うのか大いに意

見を言い合った後，ペ ットボ トルが血管であるこ

と，紙粘土を一方のペ ットボ トルの内側に貼 り付

けて血管が収縮 した状態にすること，その中にお

湯を入れると熱が外に伝わらない （逃げない）こ

と，逆に何もしない方は熱がす ぐに外に伝わる

（放散）ことをつきとめた。

　実験をする中で，外側に粘土をつけ 「血管が厚

くなって血液を冷やす」とか 「洋服の代わり」と

いった意見が出てきて，それに対 して うまく答え

きれなかったものの，通常，目にすることのでき

ない血管についての道具を使って，視覚を通 して

実感的にわかるように教材を工夫することで，生

徒たちの学ぶ意欲は確かに高まっていた。

保健の授業の様子

３　評価方法に関する研究成果

（1）単元計画，評価規準の見直 し

　 昨年度見直 しを した単元計画 と評価規準を

再度，検討 した。

　 単元の学習計画及び評価計画は，オ リエンテ
ーションで生徒に配付 し説明するので，教師の

意図を明確に伝えられるものにしていくこと

を意識 して改善を図った。単元の前半は見通 し

をもって学習活動をすることができたのでは

ないかと思われるが，後半がどうであったか疑

問が残る。初めのオ リエンテーションの時だけ

でなく，単元の途中でも単元計画を再確認 させ

る必要性を感じた。

　 評価規準は，（学習における具体の評価規準）

が具体的でなく，曖昧な表現が非常に多かっ

た。そこで，評価規準と共に学習の実現状況も

含めて，他の観点と重なりがないように動詞を

整理 し，生徒の実態に即 して工夫，改善を図っ

た。一昨年，昨年か ら比べると，ことば遊びに

ならずに，使いやす く分か りやすい評価規準に

なった。単元計画の改善を図ったことやできば

え表を作成 したこと，跳び箱運動の評価規準に

おいては特定 した技についての評価ができる

ように具体性 をもたせたこと （表 ４）が要因と

して挙げられる。しか し，曖昧な部分が解消さ

れたわけではなく，技能の評価規準の元になる

できばえ表も不十分であるので，授業の改善 ・

充実を図る上でも更なる工夫 ・改善が必要であ

る。

表４　器械運動 （跳び箱運動）の評価規準（３年）
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（2）授業の質的な変化

　 研究指定を受けたこの ２年間で何 よりも良

かったことは，評価研究のために授業をしたの

ではなく，授業の改善充実のための評価研究 と

なったことである。単元の学習計画や評価計

画，そ して評価規準を見直すことで，授業その

ものを見直すこととなった。教科研究会を少な

くとも一週間に一回は設け，評価規準などの検

討，授業方法 ・評価方法の工夫，改善などを行

い，授業で実践しては反省 し，改善してい くと

い うことを繰 り返してきた。

　 その中で変化 したことを具体的に挙げると，

各学年において複数の教師が授業を担当 して

も同じ学習内容，ねらい，評価規準で統一 され

た授業が展開されたことである。担当ではない

学級の授業を見て協議 した り，同 じ生徒を複数

の教師で評価 した りすることも行った。跳び箱

運動のできばえ表の作成や保健分野の内容の

整理も大きな役割を果た した。

４　成果の普及と今後の展望

　今年度，宮崎地区中学校体育連盟授業研究会で

研究授業を実施 した。今までに研究 してきたこと

を授業を通して発表 し，授業後に協議をして研修

を深めることができた。更に，宮崎県学校体育研

究発表大会や宮崎県中学校体育連盟研究部会，高

等学校体育主任会で研究発表の場を設けていた

だき，どれだけ参考になる発表であるか疑問を抱

きながらも，少 しでも学校現場で生か していただ

ければとい う思いで発表させていただいた。

　今後，これ らの研究がここでとどまることにな

らないようにするためにも，保健体育科教師間で

の研修の充実を図 り，指導 と評価の改善に努めて

いきたい。
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