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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

　三野町は，香川県西部の三豊平野に位置し，

大見 ・下高瀬 ・吉津の ３地区か ら成 っている。

稲作中心の兼業農家の割合が多く，地域や保護

者は学校教育への関心が高く，学校に対 して協

力的である。

　本校の生徒はおとなしく素直で，何事 もまじ

めに取 り組 もうとする生徒が多いが，受け身，

指示待ち型の傾向が強 く，自ら考えて行動 した

り，自ら問いをもって主体的に学習 したりす る

態度はまだまだ不十分である。 自分の考えを発

表す る経験の場 として，全校で 「スピーチ活動」

に取 り組み，自分の考えを適切にまとめて文章

化 し，表現する力の育成に努めている。文章や

情報を読むことにおいても，理解，解釈に時間

を要するため，評価 しながら読んだ り，読んだ

ことをもとに自分の考えを深化 ・拡充 した りす

るまでに至ってお らず，本校の課題の一つにな

っている。

　 平成15，16年 度に 「国語力向上モデル事業推

進校」 として取 り組んできた研究を継続 し，今

年度は 「主体的に学び，心豊かに生きる生徒の

育成」 とい う校内研修の研究主題のもと， どの

教科でも 「国語力 ・読解力の向上」を視点に学

習指導に取 り組んでいる。

２　 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

教員数 ２１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

　　 確かで豊かな言葉の力を育てる国語学習の創造

－「書くこと」「読むこと」の評価方法及び指導法の工夫

－　(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］

　　 国語科における 「書くこと」 「読むこと」

　 の生徒の学習の実現状況を，以下の ３つの視

点から分析 し，指導計画，評価規準，評価方

法，指導方法の工夫 ・改善を行 う。

　 ①　 同一生徒群の変容

　 ②　同一教材における異生徒群の比較

　 ③　特に重視 した指導事項における指導上の

工夫

　 ［調査研究の対象］

【第 １学年】

【第 ２学年 】

【第 ３学年 】
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【第 １学年 】

【第 ２学年】

【第 ３学年】

２　 児童生徒の学習の実現状況 と考察

(1)　 「読む こ と」にお け る同一生徒群 の変容

　 ①　 事例I「 映画の紹介文を読み比べよう」（１年時）

　　　　　 　　 「情報 を活 用 しよ う」 （2年 時）

　　 【国語への 関心 ・意欲 ・態度 】

【指導事項ア　語句の意味や用法】

【指導事項エ　主題の要旨と意見】

　 １年時の学習では，映画の紹介文の段落

の並びを考えさせることによって，文章の

展開や段落相互の関係，語句の関連をとら

えさせた。また，一部不完全な紹介文を提

示す ることで，補足すべき内容を考えさせ

た。 さらに，同 じ映画について書かれたこ

つの文章を比較させ ることで，それぞれの

要旨や 目的意識，相手意識の違い，共通に

使われている 「幸せ」の意味の違いをとら

えさせた。

　 ２年 時の学習 では， 「小 さな労働者 」 を

読み，ルイ ス ・ハ イ ンの紹介パ ンフ レッ ト

を作成す るこ とで，文章 の中か ら必要な情

報 を読み取 り，そ の価値 につ いて吟 味 させ

た。また，文 章中に使 われ ている 「美 しい」

とい う言葉 の認識 を深 め るとともに，ハ イ

ンの人間性や生 き方 に対す る考 えを もたせ

た。指導上 の工夫 として，各 自が拾 い出 し

た内容 を 「情熱」 「工夫」 「愛情」 の視点 で

分類 し，その具体的内容 と関連 を考 えさせ

た。

　 ２年時の学習で 「国語へ の関心 ・意欲 ・

態度 」におけ る実現状況が向上 した のは，

パ ンフ レッ ト作成 とい う具体的な 目標 を示

した こ とに よる と思われ る。 しか し， 「読

む能 力」で Ｃ評価 の生徒が増加 したのは，

パンフ レッ トの作成に当た って，読み取っ

た内容を簡潔 にま とめた り，見出 しをつけ

た りす ることを求めたため，その こ とに困

難 を感 じて十分な表現 がで きなか った生徒

が増 えた ことが理 由 と考え る。 パ ンフレッ

トの内容 を評価す る ことで，個 々の読みや

言語認識 の深 さ，学習の定着度 が把握で き
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た。

②　 事例 Ⅱ 「日記 を書 こ う－わた しが一番 き

　　　　　　れい だ った とき －」 （２年 時）

　　　　　　「俳句 を味 わ う」 （３年時）

【国語へ の関心 ・意欲 ・態度 】

【指導事項ア　語句の意味や用法】

　指導事項アの ２年時の評価規準は 「詩の

中における語句の効果的な使い方について

理解 し，『わた し』になりきって， 日記の

形に書き表 している」， ３年時は 「季語の

役割について理解 し，作者にな りきって心

情や情景を想像 して俳句を日記の形に書き

表 している」である。どちらも作者にな り

きって 日記の形で書き表す とい う活動であ

るが，Ｃ評価を比較すると， ２年時は ９％

であるのに対 して， ３年時は12％ と３ポイ

ン ト増加 している。これは，教材の種類に

よるものと考えられる。 ３年時の俳句 とい

う数少ない言葉か ら情景や作者の心情を豊

かに想像することは難 しく，作者にな りき

れなかった生徒がいた。それに対 して ２年

時の詩は，戦争とい う社会状況については

想像 しがたい ところもあるが，作者自身の

言葉が多 く，作者になりきって内容を理解

しやすかったと考える。

　 「国語への関心 ・意欲 ・態度」について

は，Ａ評価は ３年時の方が高い割合である。

これは， ３年時の俳句教材が複数あり，生

徒の選択の幅が広がったためと考えられ

る。

(2)　 「書 くこと」における同一生徒群の変容

　 ①　事例 Ｉ 「『喜び』の表現を考えよう」

　　　　　　　　　　　　　　　　 （２年時）

　　　　　　 「俳句を味わう」 （3年時）

【国語への関心 ・意欲 ・態度】

【指導事項ア　発想や認識】

　指導事項 アの ２年時 の評価規準 は 「身近

な生活 を振 り返 り，想像 を広 げた り，発想

を転換 した りして 自分 な りの 『喜び』 を表

現 してい る」， ３年時 は 「身近 な生活 を振

り返 り，想像 を広 げた り，発想 を転換 した

りして 自分 の思い を伝 えよ うと，俳句 の形

式 を使 って内容や言葉 を吟味 して書 いてい

る」で ある。 Ａ評価 を比較す る と， ２年時

は22％ ， ３年時 は33％ で11ポ イ ン ト増加 し

てい る。 これ は，表現 内容や表現方 法が異

な ったた め と考 え られ る。 ２年時 は表現内

容が 「喜び」の体験 に限 られていた が， ３

年時 は季節感や感動体験 を基 に した ので，

俳句 を作 るこ とが容易 であった と考 える。

　 「国語へ の関心 ・意欲 ・態度」 につ いて

も ３年時 のＡ評価 が65％ で ２年時 よ りも38

ポイ ン ト増加 している。 ３年時 は句会 を開

く目的で俳句 を作 った こと，友達 の相互評

価 を取 り入れ た ことに よ り，意欲 的に俳句

を作 るこ とがで きたこ とに起 因 している と

考 える。
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(3) 「読むこと」における異生徒群の比較

  事例 「古典を味わお う－万葉 ・古今 ・新古今」

                  （３年）

  【国語への関心 ・意欲 ・態度】

【指導事項ウ 表現の仕方】

【言語事項 （1）ア 音声の働きや仕組み】

  18年度の学習では，和歌の表現の仕方に注

 意 して読み，そこに詠まれた古人の思いを理

 解するために同じ和歌を選んだグループで話

 し合いなが ら自分の読み取った内容をさらに

 深めるとい う方法をとった。

  生徒は話合いに際 して， 自分の読み取った

 内容を持っているので意欲的に参加でき，書

 き直した想像文を最初のものと比べること

 で，生徒 自身が学習の深ま りを実感すること

 にもつながった。そのため 「読むこと」（ウ）

 のＡ評価は19年度をやや上回っていると思わ

 れる。その反面 「言語事項」（1） （ア）のＡ

 評価が少なく，Ｃ評価が多いのは朗読や暗唱

 の時間設定が少なかったためと思われる。

(4) 特に重視 した指導事項における指導上の工

 夫

 ① 「映画の紹介文を読み比べよう」（１年）

    「イルカに負けずに考えよう －考える

   イルカ－」 （２年）

  この学習は，「Ｃ読むこと」における 「構

 成や展開」の指導に重点をおいて行ったも

 のである。構成や展開に着 目し，的確にと

 らえさせるために，意図的に一部を削除 し

 た文章を学習材 とした。

  まず， 「映画の紹介文を読み比べ よう」

 では，ばらばらに した ６つの段落の並びを

 考えさせることによって，段落相互の関係，

 語句の関連をとらえさせた。そして，文章

 に補足するべき内容を考えさせ ることによ

って，文章を評価 しながら読む姿勢 を学ぶ

 機会 とした。また，この学習では，同じ映

 画について書かれた２つの文章を比較 させ

 ることによって，伝えたい相手 と内容， 目

 的意識の違いに気づかせることをねらいと

 した。

  次に， 「イルカに負けずに考えよう」で

 は， 「考えるイルカ」に書かれた筆者の結

 論を読まず，文章内の情報をもとに，自分

 な りの結論 を考えさせた。そ してその過程

 を通して，材料の整 え方に目を向けさせ，

 その妥当性を吟味 し，補足するべき内容を

 考えさせた。

  どちらも，教材文の一部 をあらか じめ意

 図的に削除 したことで，論理の展開が不十

 分で，読み手にとって不足感を感 じる文章

 となる。これは，文章を完全なものとして

 受け入れ， 問いをもって読むことに慣れて

 いない生徒の実態に即 して考えた方法であ

 る。学習の終末では，削除 した部分を補足

 し，改めて筆者の論の展開を考えさせた。

 文章を評価 しながら読む学習のきっかけと

 したい。    ・

② 「主張を書こう」 （３年）

  この学習は ２種類の教材を読み比べて 自

 分の立場や根拠を明 らかにして，相手に分

 か りやすい文章を書 くことを主な目標 とし

 て取 り組んだ。
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  Ｃ評価の生徒への支援 として，文章を書

く前に主張や根拠を書いた ワークシー トを

もとにグループによる話合いの場を設定 し

て再考 させた。また，できた意見文を，観

  点を示 してグループで相互評価 させ，その

中で優れたものを学級全体で発表 させたこ

とで書き方の参考にな り，意欲化につなが

った。

 ③ 「句会を開こう」（３年）

   この学習では，俳句の形式や季語，効果

的な表現方法を用いて，身近な生活の中で

の季節感や感動を表現させた。中学生が作

った俳句の例 を提示 して，身近な感動を自

分の言葉で素直に表現することを意識 させ

た り，どんな時に季節を感 じるか友達と話

し合 う場を設定 した りして，意欲的に取 り

  組めるようにした。また，句会を開き，生

  徒が作ったすべての俳句を名前を伏せて黒

  板に掲示 して友達の俳句の良さを評価させ

た。

   友達 と話 し合 う場を設定 したことで，季

節を意識 した俳句の題材を見つけやす くな

ったが，十七音で感動を表現するため，語

彙が乏 しい生徒にとっては形式 どお りに俳

句を作ることが困難であった。季節や感動

   の中心をとらえた俳句であるかどうか，ワ

  ークシー トに自己評価をさせたところ，意

識 して俳句を作れた生徒が多かった。また，

  句会を開いて友達の俳句の良さを評価 させ

   たことで，友達の感性にふれ させることが

   できたと考える。

３ 評価方法に関する研究成果

(1) ワークシー トの記述内容による評価

   「読むこと」及び 「書 くこと」における各

観点の達成度を把握するために， ワークシー

トの記述内容を評価対象 とした。 ワークシー

トの構成を工夫することで，学習スター ト時

に個人で考えたものと全体で検討 した後に再

 度考えたものとの比較や，思考の流れ，学習

 対象に対する関心などがとらえやすくなり，

 効率的に評価が行えた。

(2) 作品による評価

   「読むこと」の評価においては，パンフレ

ッ トづくりや作文に取 り組ませ，その記述内

容を評価 した。パ ンフレッ トの紙面の構成や

記述の量をみることで，情報のどこに価値を

見いだして読んだか，また，情報と情報をど

う関連づけて読んだかがよく分かった。パン

フレッ トの中に，共通の学習課題を設けてお

くことで，評価の判断基準を具体化 しやす く

 なった。 さらに，パンフレット内の見出しを

 みることで，他のパンフレットの表現の仕方

 や特徴に着 目し，自分の表現に役立てている

かを評価することができた。

  古典の学習では，和歌か ら想像 した古人の

 思いを作文に書かせ，初めに個人で考えたも

 のと交流後に再考 したものを比較すること

 で，教師だけでなく生徒 自身も思考の変容を

 把握 しやす くな り，学習の深まりを実感 しな

 がら意欲的に学習に取 り組むことができた。

  一方で，作品づくりには必ず 「書 く能力」

 がかかわってくる。表現力や語彙の乏しい生

 徒，記述に時間を要する生徒は，途中の過程

 でも進度が遅く，限 られた時間の中で評価の

 対象となる作品を完成させることが難 しい。

 このような状況はす ぐには改善されないこと

 が多く，Ｃ評価の生徒が固定化されることに

 なっている。

(3) 小テス ト

   「国語への関心 ・意欲 ・態度」の評価にお

 いては，学習の節 目に小テス トを行い，個別

 指導の機会 とした。主には古文や詩歌の暗唱

 である。暗唱す ることは，その学習対象に対

 す る関心の第一歩と考え，そこから言語 に対

 する親 しみをもたせることができると考え

 る。また， 「読むこと」「書くこと」において

Ｃ評価の生徒 にとっても取 り組みやす く，賞
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  賛を与える機会になっている。

４ 成果の普及と今後の展望

(1) 成果の普及

 ① 公開授業及び研究討議の実施

 ② 地域の研究会における実践発表

(2) 今後の展望

 ① 本校の生徒の目標実現状況のデータをさ

らに分析 し，生徒の傾向や課題をとらえ，

その実態に即 した指導法の工夫，改善に努

める。

 ② 評価規準の客観性，妥当性を高めるため

に，複数の教師による評価を行 う。

 ③ 生徒の自己評価力，相互評価力を高め，

評価眼を養 うために，生徒と教師の評価の

共有化を図る。

  ④ Ａ評価の生徒の力をさらに高めるための

手立てを考える。
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平成18・19年度学力の把握に関する研究指定校事業研究成果報告書

校 長 名 ： 志村洋子

所 在 地 ： 埼玉県 さいたま市南区別 所4-2-5

電話番号：048-862-2214

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校 ・地域の特色及び実態

  本校は，教育学部の附属中学校として， 中等

普通教育を行 うとともに，次のような性格 をも

 つ学校である。

 (1)教 育学部の計画に基づき，教育学部学生の

  教育実習の実施に当たる。

 (2)教 育に関する理論及び実践についての研究

・実証を行 う。

 (3)埼 玉県内の中等普通教育関係の諸活動に協

  力する。

２ 学校の概要（平成19年5月1日 現在）

           教員数24名 （3名）

※ （ ）内は，指定を受けた教科担当の教員数

Ⅱ　研究の内容及び成果等

１ 調査研究について

 (1)研 究主題

   自らの言語生活の充実に価値や張 り合いを

 感 じる生徒の育成

 (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］

   平成18年 度は，本研究主題 に基づき， 「生

 徒の学習意欲を引き出す学習指導と評価の研

  究」に取 り組んだ。

 これを受けて，平成19年 度は，より効果的

に言語能力の習得を図 り，その運用や さらな

る獲得に価値や張 り合いを感 じることのでき

る授業の実現を目指 した。

 そのため，単元計画の中に 「知識 ・技能を

習得する段階」 と 「活用する段階」を意図的

に設け，それぞれの段階における学習状況を

把握 し，学習指導を充実 させようと試みた。

  学習指導を進めるに当たっては，魅力的な

 学習課題の設定，実生活 との関連を図った教

 材や言語活動の設定により，生徒の意欲の喚

 起に努めた。

  学習の実現状況については，その評価場面

 ・評価方法の設定の仕方を工夫 し，ワークシ

 ー トの記述 ・作品 ・自己評価 ・定期試験など

 を元に，より客観的に把握できるよう努めた。

 また，その効果的な評価結果の活用に努めた。

［調査研究の対象］

【第１学年】

【第２学年】

【第３学年】
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２ 児童生徒の学習の実現状況と考察

 (1)「話す こ と ・聞 くこ と」にお け る評 価 の実際

  （第１学年）

 ① 単元名 話 し方はどうかな

 ② 評価規準

③ 実現の状況 （割合）

④ 考察

  今回の単元では，特に 「話す速度」，「間

 のとり方」に重点をおき，相手に正確に伝

 えるための基礎を定着させようと考えた。

  教材 にある例示のアナウンスや実況を時

間を計 りなが ら音読させ，適切な話す速度

 を体感 させ，定着を図った。また，間のと

り方については，内容の変わ り目にとる間

 の他に，強調や余韻の間，相手の理解を促

す間，話 し手への意識を向けさせ る間など，

 さまざまな効果があることを理解 させた。

  実現状況は，関心 ・意欲 ・態度において，

 ＢからＡ， ＣからＢへ と変化 した生徒が見

 られた。習得から活用への移行段階で，ク

 イズ形式 とい う教材の工夫をし，学習の今

後の活用法を伝えたことが有効であった。

 話すこと ・聞 くことについては，学習への

 取組の様子の観察や， ワークシー トの記述

 内容や定期試験の結果から，ＡからＢへ と

 変化 した生徒が見 られた。この理由として

 は，既習事項の話す速度，声量，間のとり

 方など，それ らを総合的に工夫 して話す と

 い う，やや高度な学習を行ったためだと思

 われる。
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(2)「読む こと」における評価の実際 （第 １学年）

 ① 単元名 説明文を比較 しよう

 ② 評価規準

③ 実現の状況 （割合）

④ 考察

  今回は，習得の段階で中心部分 と付加部

分の関係，例示の仕方，文章構成について

 学び，活用の段階で複数の文章を読み比べ

 ることで，上述の説明的文章の学習内容を

 一般化 し，今後の説明的文章の学習に応用

 できる力を付けることをね らいとした。

  生徒が文章を比較 して読むのは今回が初

 めてとなるため，短時間で内容 をとらえや

 すい平易な小学校の教材文を利用 した。小

 学校の教材利用 とい う意外性を導入時に活

 用 し，学習意欲を喚起した。多くの生徒が

 文章の内容理解にそれほど難色を示 さず，

 比較 ・考察に取 り組めた。また，グループ

 活動を行い，複数の視点から比較 ・検証す

ることで，文章を読むのが苦手な生徒にも

 比較の視点や読み方が理解 させ られた。

  実現状況については，関心 ・意欲 ・態度

 において， Ｂか らＡ， ＣからＢへ と変化 し

 た生徒が見 られた。理由としては，習得か

 ら活用への移行段階で，提示 した教材の意

 外性，比較 ・考察についての学習の意義を

伝えたことが挙げ られる。また，読むこと

 については， ワークシー トの記述内容や定

期試験の結果か ら，Ａか らＢへと変化した

 生徒が見られた。習得時の学習に比べ，比

 較 ・考察とい う，やや高度な学習へと移行

 したためだ と考えられる。これ らを踏まえ

 て，提示する教材の吟味や比較 ・考察の手

 だてについては，さらに工夫の余地がある。
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(3)「読む こと」にお ける評価 の実際 （第 ２学年）

① 単元名 「さま ざまな角度 か ら 『走れ メ ロ

ス』 を読 もう」

② 評価規準

③ 実現の状況 （割合）

④ 考察

  本単元では，既習であるディベー トをア レ

ンジしたディベカッションとい う話 し合いの

 場面を設定 した。学習者はこのディベカッシ

 ョンに向けた準備の中で，作品を読み深める

 こととなった。テーマには，文章全体を読ん

 だ上で 「Ａとも考えられるが， Ｂとも考えら

 れる」ものを意識 した。また，作品の幕引き

 部分から文学作品を考える視点も新 しく示 し

た。根拠 となる表現を明確にした自分の考え

 を語 らせ，主題を考えさせた。司会は教師が

行い，読みの深まりを支援 した。学習の手引

 きに読み深める観点 （作品の構成面，表現上

 の工夫…情景描写や色彩の効果，筆者の意図，

時間の経過等）を示 して，学習活動に取 り組

みやす くなるよう配慮 した。

  このような学習を通 して，登場人物の言動

のみに固執 していた多 くの生徒が， グループ

での学び合いを経て， さまざまな角度から小

説を読む観点を習得 していった。また，ディ

ベカッシ ョンの回数を増すごとに，それ らを

取 り入れて自分の考えを多角的に発信する生

徒が増えた。定期試験の実現状況から考察し

ても，知識を活用 しながら言語活動に取 り組

めていた と思われる。定期試験では，上記の

文章を読む力 の定着 を把握す るため，『走れ

メロス』ではなく，芥川龍之介の 『トロッコ』

を用いて出題 し，その定着度を具体的に把握

するよう努 めた。
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(4)「読むこと」における評価の実際（第 ３学年）

① 単元名 古典を楽しむ

② 評価規準

③ 各段階の学習活動 と評価

④ 実現の状況 （割合）

⑤ 考察

  本単元では，三大歌集を教材 とし，表現

 の仕方や特徴に注意 して読み， それぞれの

 歌集 の特徴 と関連づけて味わ うことによ

り，和歌を鑑賞する力を高めることをね ら

 い とした。

  関心 ・意欲 ・態度については，主に授業

 中の学習の様子の観察 とワークシー トによ

 って把握 した。活用型の学習 として取 り組

 んだ後半のワークシー トについては，和歌

 鑑賞の記述量， 自己評価記述への具体的な

 学習内容の反映度，学びの実感の表出度を

 判断材料として評価 した。

  知識 ・技能の習得の段階から活用の段階

 への移行 とともに，明らかにＣからＢへ，

 ＢからＡへ向上していることが分かった。

  読むこと ・言語についての知識 ・理解 ・

 技能については，主に定期試験に出題 した

 習得型 ・活用型の問題への解答により実現

 の状況を把握 した。

  読むこと ・言語 ともに，習得の段階から

活用の段階へ移行するとともに，達成度が

 低下 していることが分かった。既習事項 と

 の関連の図 り方，鑑賞の記述の仕方等，課

題解決に必要な指導がさらに必要であると

 考えた。

  また，言語に関する知識 ・理解 ・技能に

 おいて低下の度合いが大きいことから，新

 たに読む作品について，傍注などを参考に

 して鑑賞を深めることはある程度できる

 が，表現の特徴をとらえてその効果を含め

 て鑑賞するまでに至らない生徒が少なくな

 いことがわかった。
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３ 評価方法に関する研究成果

 (1)ワ ークシー トを活用 した評価

   ワークシー トの活用法を工夫することによ

  って，次のような効果があった。

  まず， ワークシー トの中に比較や考察の視

 点，評価規準，既習事項などを示す ことによ

  り，学習活動のめあてを明確化することがで

  きたことである。習得の段階，活用の段階共

 に重要であるが，学習活動が比較的複雑にな

り，ともすると学習内容が不明確にな りがち

 な活用の段階で特 に重要性 が高まると考え

  る。活用 されるべき知識 ・技能が，生徒 ・教

 師共に自覚化 され， 学習後の教師による評価

  もねらいに沿って行われるようになった。

  また，１時間ごとのワークシー トの考察は，

 その時間ごとの個の学びの深まりを確かめる

  ことができる良い材料 となった。習得 ・活用

 のそれぞれの段階で学習状況を把握すること

 により，足 りない部分を示唆するなど個に応

じた指導に生かすことができた。

   さらに，よいものものを共有化することで，

 学び合いの場が生まれ，次の学習活動に生か

  される場面が増すこととなった。

 (2)自 由記述による自己評価表

   自己評価表は，領域 ごと，または単元のま

  とまりごとに活用 した。評価表の内容は，評

 価規準を生徒向けの言葉にした項 目を設け，

 学習後にその項 目ができかたどうかをチェッ

 クした。その後，学習を振 り返って身に付い

 たこと，学べたこと，今後の自分の課題など

 を， 自由に記述 させた。評価表は単元の最初

 に配布するので，学習者 自身が学習内容やね

  らいを意識 して学習活動に取 り組むことがで

  きた。また，単元の終わ りには，できたこと

  とできなかったことを自己分析 して記述する

  ことができていた。その記述内容から，生徒

  自身の学習への取組や理解度を把握す ること

 ができ，その後の学習や個別指導への対応 も

  しやすかった。その際，記述量や記述内容の

  具体性を，生徒の国語への関心 ・意欲 ・態度

  を把握す る手がか りとして重視 した。

 (3)定 期試験による評価

   各学年 ともに，定期試験の中に 「活用」に

  ついての定着度を測る問題 を作成 した。試験

  の事前に別の文章を配布 し，授業時に学習 し

  たことを活用する力を問う問題を作成 した。

   １年生では， 「言葉」をテーマ とした小学

校 ５年生の教科書教材を複数用意 し，その比

  較を通 して解答する問題を設定した。

   ２年生では，前述のようなさまざまな視点

から文章を読む力が確実に付いたのかを把握

す るため，『走れメロス』ではなく，芥川龍

之介の 『トロッコ』を用いての出題 とした。

   ３年生では，授業時に行った和歌について

  の活用の学習内容を，別の和歌を用いて定着

  度や理解度を測った。

   試験の中に習得型 と活用型の二種類の評価

  問題を位置付けることで，両方の観点から全

  員に共通 した内容 を時間内に問 うことがで

  き，客観的な評価のデータとすることができ

  た。 また，解答の記述内容からは学習内容の

  理解度に加え， 自分の考えを分か りやす く表

  現する力や， この学習についての関心 ・意欲

  についても見取ることができた。

４ 成果の普及と今後の展望

  ２年間の研究を通 して，指導法の工夫，単元

計画の工夫，評価方法の工夫に努めなが ら実践

 を行ってきた。その結果，生徒の言語能力を高

 め，その運用に価値や張 り合いを感 じる生徒が

育ってきている。今後は，活用型 ・習得型をさ

 らに意識 した単元計画 とそれに応 じた適切な学

習状況の把握の研究に取 り組んでいきたい。

  また，毎年発行する 「研究紀要」へ掲載 し，

本県及び他の国立大学法人附属中学校へ紙上発

表するとともに，毎年 ５月末に行われる本校研

 究協議会の分科会において，研究授業提案，教

 科提案，研究協議を行い普及に努めていきたい。
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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 ：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

組んでいる。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 （8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

学び合いをうながす文学の読みの指導 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］

  本校国語科の研究の柱は２つあり，一つは

 「学び合い」を うながす学習活動及び評価，

 いま一つは文学作品の 「読みの方法」の習得

 及び評価に関するものである。

  昨年度は 「読みの方法」の習得に指導の焦

 点が置かれていた関係で，個々の生徒の評価

 については判断基準の明確化 （Ｂと判断する

 具体的な必要条件 ・Ａと判断する具体的な事

 例などの分析）はある程度達成できたが，学

 習活動における 「学び合い」の成立にかかわ

 る指導方策及び評価方法についてはあまり成

 果が上が らなかった。

  そこで，今年度は 「学び合い」が授業の中

 で有効に成立するための指導法 ・学習形態 ・

 授業展開などに焦点を当て，あわせて指導 と

 一体化 した評価の在 り方について重点的に研

 究を進めることとした。

［調査研究の対象］

第１学年

第 ２学年

第３学年
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２　 生徒の学習の実現状況と考察

　 (1)第 １学年

　　　第 １学年の学習では， 「学び合い」よりも

「読みの方法」にやや重きを置いた。上学年

において同種の文章を読む際に，客観的で叙

述に即 した読みが可能 となるような，基礎的

な知識理解を固めておきたい という意図によ

る。

　 「読みの方法」に関わる指導内容 として，

昨年度同様，下記の事項を選んだ。

　　　 ①　時間軸を基準にした作品構造

　　　 ②　人物の相互関係による類型

　　　 ③ 作品の視点と展開

　　　 ④ 人物と語 り手の違い

　　　 ⑤ 主題の考え方と自分の意見

　 授業及び定期考査等を通じて把握 した実現

状況は次のとお りである。 （数字は％）

以下、指導 と評価の結果明らかになった

点について、代表的なものを述べる。

　ア　 『河童 と蛙』では群読を通 して読みを

深 めていった。誤読 ゆえに音声表現がで

きなかった者 も，語句の意味 を確認 し，

皆でイメージを深めた り実際 に音声化 を

した りす ることにより，実現状況が Ｃか

らＢへ移行 した。

イ　 ３教材 を通 じて， 「さりはか一 ど」 （後

述）の持つ意味は大 きかった。学級内の

すべ ての生徒 の自己評価や関心事がその

日の うちに １枚の紙になって示 され るの

で， 読みに誤 りがある生徒はす ぐにそれ

を知 ることができた し，他の生徒の考え

や意見 との対立点を見出 した生徒は、次

の学習への明確な 目標 を持つ ことができ

た。

　ウ　 目標 の実現状況が思わ しくない生徒 に

ついては次のような特徴があった。

　　○考 えや意見の記述を求める と，未記入

や意味不明の書き方が増える。つま り

読んで考えたことを書 く力 に問題があ

る。

　　○定期考査 の問題では、 ２つ の要素 を一

度 に問われると正答率が低い。例えば，

文章の中か ら比喩表現 を探すことはで

きても、「『嵐のように』 と同 じ内容の

比喩表現 を抜 き出 しなさい」 と問 うと

答えられない状況が多く見られた。

(2)第 ２学年

　 本学年の典型教材 とい うべき『走れメロス』

（太宰治）の読みの学習における 「学び合い」

を中心に学習状況を述べる。対象生徒は，18

年度に前項①～⑤を 「読みの方法」として一

通 り学んでいるので，可能な項日については

比較を試みた。

　 本教材の読みの学習過程を前項①～⑤に対

応 させ ると，次のようになる。 （ ）内は対

応関係 を表す。
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１．時間的な経過にそって，文章の構成をと

らえる。 （前項①）

２．メロス ・王 ・セ リヌンティウスがどんな

ことを言ったりした りしているかに注 目し

なが ら，登場人物の人間像をおおまかにと

らえる。（前項②）

３．メロスの心の動きに読み取 りを焦点化し

て， ときお り人間的な弱さを見せ るメロス

がそれを乗 り越 えて信実を追求しようとす

るに至る展開を追 う。 （前項③ ・④）

４．登場人物たちの人物像や考え方をもとに，

人間の生き方について考え，感想や意見を

発表 し合 う。 （前項⑤）

　上記の うち， １及び４については従来の学

習指導において他教材でも扱った学習内容で

ある。作品構成についての分析， 人物像への

批評など，小学校をふくめた昨年度までの学

習の応用といってよい。

　 したがって， ２の人物像の把握 と， ３の主

人公の心情理解が本教材の学習の中心になる

わけだが，生徒の読みの傾向は概 して次のよ

うなものになる。

○メロスと王を 「正義」対 「悪」とい う単純

な二項対立の図式でとらえ，メロスの独善

性や王の苦悩に気づかない。

○メロスの言動を終始一貫 した変わらないも

のととらえ，挫折の前後で人物像に変化が

みられ ることに気づかない。

そこで，各 自の初発段階の読みを交流すると

ころから学習を始め， 「学び合い」の場面を

設定することにした。 このような初発 の読み

の交流は従来から広 く行われているものであ

るが，今回は次のようなことを試みた。

ア　自分の読みを鮮明かつ端的な形で表現す

るため， 「１文で書く」 こととした。

イ　 自分の読みの立場を明確にするため，メ

ロス又は王の言動に対 して 「肯定的」か 「否

定的」かのいずれに属するかを判断 させた。

上の2つ の条件を満たす 「一言感想」を付箋

紙に記入 させ， 肯定派 ・否定派 ごとに一覧で

きるよう印刷，配布 した。例 えば， 「何があ

っても自分の意志を貫 くメロスはす ごいと思

う。」という肯定的な感想を書いた生徒は，「私

はメロスのような自分勝手で思い上がった人

間は決 して友達に選ばない。」とい う否定的

な感想 にシ ョックを受け，「メロスにも暴君

ディオニスにも，いいところと悪い ところが

ある。」 といった感想を手がか りに，作品を

更に深く読もうとする。否定的な感想を書い

た者も，否定する根拠を人物の言動か ら具体

的に挙げるために，緻密な読みを心がけるこ

とになる。

　学習はその後， 「メロスが走 る目的 として

掲げていること」の変化を追っていくことで，

その人物像の変容に気づくとい う方向に展開

した。そのような筋道をつけたのは教師だが，

一言感想の交流か ら出発 して作品を新しい枠

組みで読み返 し，議論を重ねたのは生徒たち

である。

　終末の感想は単なる 「感想文」ではなく，

どこかでこの作品に触れ るとい う条件付き

で、「信 じる」 とい うことについて評論文 を

書かせた。 日常の交友関係が反映す る難 しい

部分もあったが，そのことも 「学び合い」の

一環ととらえた
。

　 「学び合い」の効果が顕著に見られたのは，

3の 学習過程 （前項③ ・④に対応）であった。

初読の段階と終末の段階で作品構成について

の考えをまとめさせ， 次の3つ の選択肢で人

数 を調べた。

　 Ⅰ型 ：主人公が苦難 をはねのけ，最後まで

変わらない意志を貫く物語。

　 Ⅱ型 ：主人公が苦難を乗 り越える過程で人

間として成長 していく物語。

　Ⅲ型 ：上の2つ 以外の構成の物語。

これを基に、下表で，Ⅱ型 と答えた者 をＢ （文

章の展開を的確にとらえている）と評価 した。
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　参考までに，主題 と自分の考えに関わる実

現状況 （前項⑤に対応）を昨年の同時期に扱

った教材 『少年の日の思い出』 と比較する。

対象生徒は変わっていない。

　　昨年度，主題 をめぐる学習の中で生徒が学

んだことは，主題が，唯一絶対のもの として

「とらえる」ものではなく，テキス トとの整

合性を大前提 としながらも，自分な りに 「考

える」ものであり，自分 自身の言葉で表現す

るものだ とい うことである。「読みの方法」

としてそのことを学んだ結果が，上記の実現

状況の数字に表れていると考えてよい と思わ

れる。

（3）第 ３学年

　 「一人の作者」としての自覚と自立を目指

した 「学び合い」のために、第 １・２学年に

引き続き、修学旅行や夏休みの思い出の作品

を互いに認め合 う学習をしてきた。その際、

現代の表現の基礎となる古典の文学表現の理

解や、韻文 と散文の特質に関する理解 を活用

しつつ実践 してきた。身近な作者である友人

の作品と、名作の作者である作家の作品を、

自分を含 めた同 じ 「一人の作者」の作品とし

て、そのよさを具体的な表現に注目して認 め

合い、よりよい表現 と豊かな心を育て合って

い くことを意図 した。

　今まで気づかなかったことに気づき、友人

の考えと表現のよさにも気づいて、互いに考

えを深め合い、「学び合 う」相互評価の実践

について、一例を示す。

　 島崎藤村 の近代詩 ・文語定型詩 「初恋」の

読み では、導 入 として、 「恋 」 につい て 自身

で定義 を考 え ノー トに記 し、そ の上で様 々な

辞書 を引 き比べ させ た。資料 と して 「岩波国

語辞典」 「三省堂新 明解国語辞典」．「広辞苑」

の三種の辞典 の 「恋」 「愛」 「初恋」の意味 を

示 した ところ、 「新明解 国語辞典」 の 「初恋」

の 「少年少女時代 （青年初期）の、 うたかた

と消 えた恋」 とい う意味が注 目を集 めた。そ

こで、作者 ・藤村 は 「初恋」 をど う描 いてい

るか とい うことについて改 めて興味 をもたせ、

同 じ 「一人の作者」 として意欲 を持って学習

に臨ませ ることができた。

　 次に、初 発の感 想の段階で次の よ うな工夫

を した。 従来 、初発 の感想 として付 箋に 「よ

さ」 「ア ド」 と見出 しを付 けて 、 よか った点

と、ア ドバイ ス したい点 を記 していたが、本

教材 は文語表現の難 しさが予想 されたため「ア

ド」 を 「ギ」 （疑問 に思った点） に替 えて記

す こ とと した。 その結果 、 「よ さ」は、例 え

ば、

・「七五調の リズムが読みやす い。」…55％

とあるのに対 して、 「ギ」では、

　 ・「全体的に意 味がわか らない。」…25％

と、最初 か らわか りにくさを訴え るものが多

かった。あ るい は、

　 ・冒頭 句 「まだあげ初 め し前髪 の」や 、第

三連 「わが こころなきた めい きの」、 「た

の しき恋の盃 を君が情に酌み しかな」の

「恋 の盃」や 「君が情 に」等の文 語表 現

の部分の難 しさの指摘 も多かった。 …30

％

また、最終句の 「問ひたまふ こそ こひ しけれ」

が 「係 り結 び」で あることには気づいたが、

何 をど う強調 してい るのかがわか らず 「詩 の

中の初恋 は実 ったのか ？」等 と疑問を記す生

徒 もお り、文語表現 の具体的な難 しさが指摘

され た。
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　 そ こで、全体の意 味を とらえ るために、既

習の漢詩の構成法 「起承転結」に注 目させ て、

第 三連の 「転」の変化 を考 えさせつつ 、最初

か ら構成 に沿って全体で よ り正確 に意味 を理

解 し、その上で、多様 な読みの解釈 を出 し合

うこ とを目指 した。

　 まず 冒頭句 の 「あげ初 め し前髪」 の意味 を

『伊勢物語』23段 の幼馴染 が大人 とな り結

婚 す る物語 の 中の、 「子 ども」か ら 「大人」

にな る条件 と して の 「恥 じらい」 と、 「髪 上

げ」 の儀式 の理解か ら考察 させた。 そ して多

様 な読み の予想 され る第 四連 の最終二行 「誰

が踏みそ め しか たみぞ と　 問ひ たまふ こそ こ

ひ しけれ」の意味 を、 「誰が何 と言 ったのか」

がわか るよ うに付箋に記 し発 表 させ た。結果

は大き く以下の三つに分かれた。

・（ア） 「君 （彼女）」…55％

・（イ） 「自分 自身」…27・5％

・（ウ）　「第三者」　…　15％

（ア） 「『誰が踏んで道ができたので しょ うね』

と問 う君の ことが恋 しいのだった。」

（イ） 「この細道 は誰 の夢 が作 らせ た ものか と

考えてみ るの もまた恋かな。」

（ウ） 「『誰が踏んだんだ ろ うね… ？』 って知 ら

ない誰かに聞かれ ることです ら、ぼ くは恋

しいんだ。」

以上の よ うに、 （ア）（イ）（ウ）の誰 の視点で書か

れ てい るかや、作者 の工夫である 「係 り結び」

の強調 の働 き等 を踏 まえつつ 、それぞれの多

様 な解釈 ができているか どうかで評価 した。

○ 自分 の訳がで きてい る…72・5％ （その中で

も、係 り結 びで何 を強調 したのか が分か る

ものは42・5％ ）

○ 自分 の訳 が書 けなか った27．5％ の生徒 も、

「自分 自身 で、彼女 と歩 いた道 を振 り返 っ

て考 えたんだ と思 う。」 等、全員 が 自分 の

立場 を表明できた。

　 この発表 の活動の後、詩の全文の 「私 の訳」

を発表し合つた

。全員が発表 した中で、各ク

ラス2・3名 が発表時までにまとめきれていな

かった。 しか し友人に励まされ、最初に 「全

体的に意味 がわか らない。」 と記 した生徒 も

含 めて、全員が自分の訳を発表することがで

きた。

３　 評価方法に関する研究成果

(1)付 箋紙を用いた評価の工夫

　　　２年間の研究期間に試みた評価方法は，

次のようなものである。

ア　 自己評価座席表

　　　 生徒には通称 「さりはか一ど」 と述べて

いる。 「さ ：今 日の授業への参加度 （4段

階）」「り ：同 ・理解度 （4段階）」「は ：今

日の発見」「か ：一口感想」「ひ と ：今 日，

心ゆさぶ られた人（教師 ・生徒 ・作品の作

者や登場人物など，誰でもよい。）」を，

縦6．5cm， 横3．5cmの 小 さな紙 に各自

が書 き込み，台紙の中の自分の座席のとこ

ろに貼る。結果的に，各 自の自己評価が座

席表の形に並んで貼 られることになる。教

師はこれを縮小 して印刷 し，その日のうち

に生徒に配布する。生徒はそれを読み， 自

己評価 と仲間の自己評価を読み比べ ること

になる。授業中に発言できなくて も，「自

己評価座席表」によって意思表示すること

になるので，学び合いも活性化 されるので

ある。

　 イ　 ノー ト

　 ウ　 ワークシー ト

　 エ　ま とめの作文や感想文

　 オ　ペーパーテス ト

　 カ　群読の台本

　 キ　群読

　 ク　 授業中の，発言をはじめとするさまざま

な意思表示

　　　 例えば，対立 した意見が提示 された場合，

―210―



　　　教師は黒板に板書す る。それ を見て，生徒

は自分が賛成する意見のところにネームプ

レー トを貼るのである。 これも意思表示の

一つである。

　 評価が学び合いとつながるようにす るため

に，努めて，生徒の意思表示 ・作品 ・自己評

価 といった情報を公 開す るよ うに していっ

た。はじめから予告 してあるので，生徒 も，

自分が書いたものが公開されることは了承 し

た。誰が，今， どんな考えを持っているかを

全員が把握 しているようにしたので， 自然 と

学び合い

も深まり，自己評価の仕方も教師の評価 とブ

レが少なくなっていった。

（2）付箋紙を用いた評価法の活用

　　 付箋紙を利用 して，生徒の感想や意見を一

覧できる形にし，読み深めなどに利用するこ

とは，生徒 ・教師双方に とって比較的負担が

少な く，日常的に使 える方法である。スペー

スが限 られているので，盛 り込める情報量に

限界はあるが，座席表の配置にしたものを複

数回作成すれば，簡便なポー トフォ リオとし

て機能 し，形成的評価の資料となる。

　　　 「評価のための評価」といった自己 目的状

況に陥らないためには，資料価値の高いもの

を少ない負担で蓄積 してい くことが不可欠で

ある。その意味で，今回のような方法は有効

であると考える。

（3）評価上の留意点

　　 特に注意 したいことは，まず付箋の一言感

想の扱いである。学年が上がるにつれ，発言

が得意な生徒 ・苦手な生徒などと，互いにあ

る程度イメージが固定 しがちである。書く内

容 も自分だけ的外れなことを書いて笑われた

くないとい う自意識が働 き，友人のものを見

て無難な意見を記して済ませて しま うことも

懸念される。そのマンネ リズムに絶えず風穴

を開ける必要がある。それは 日々の認め合い

である。例えば、ペーパーテス トの採点 ・返

却の際に、教師が優れた表現を認め紹介す る。

このようなことを繰 り返す と、徐々に自信が

つき，個人差はあるが，安心して表現す るよ

うになってゆくのである。その自信，すなわ

ち 「一人の作者」 としての自覚が， よりよい

「学び合い」を生み出してゆく。全員のよさ

を見つけ出す教師の努力によって，生徒 自身

による認め合 いが育ってゆくと考えたい。

　　 評価 は生徒の意欲を高めるためのもの。付

箋による評価 も，全員が書いて納得 し合い高

め合える場がどこであるか， さらに追究を重

ねてゆきたい。

４　 成果の普及と今後の展望

　　 集団で学んでいれば， 自然に学び合いは発

生する。 しかし，それをより活性化 させ，学

びあう場を仕掛けていくのが教師の役 目であ

る。

　　　そのため，第1学 年から， さまざまな方法

をとっていった。その中で特に重視 したのが，

「自己評価座席表」である。授業が終了して

その日の うちに生徒に配 られるので，生徒も

くいいるように読む。そして，次回の授業の

はじめに，前時の自己評価座席表に書かれた

仲間の記述に関する疑問 ・感想 ・全体的な分

析などを語 り合 う時間を設けた。これにより，

生徒は復習ができるし，学び合い も強化 され

ていった。少 しずつだが，書く力 もついてき

た。教師か ら見ても，補足すべき学習内容が

明 らかになった。1年 間をかける うちに生徒

もこの方式になれてきてはいるが， まだまだ

　 甘い読み，甘い評価のままの生徒 もいる。 さ

らに改善案を考え，工夫 していきたい。

　２年間，文学的文章の読みの学習を対象 と

して研究 したが，他の文種や領域にどのよう

に関連付けができるかが今後の課題である。
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