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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

　 ○学校は職住混合地域に位置 し，保護者 ・地

域の学校に対する期待が強い。

　 ○学校における日常の学習活動を徹底 させ，

学力の向上を図る。

　 ○学習指導 ・評価計画の充実を図 り，授業改

善を推進させ る。

　○家庭学習の目当てを持たせ，家庭学習の習

慣化を図る。

　○習熟度学習の推進 （英語，数学）

　 ○Ｔ ・Ｔの推進 （理科）

２　 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

教員数　　 15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

　　　生徒一人一人の学習状況を的確 に把握する

　　評価方法の工夫

　 ○評価規準の見直 し

　○生徒の状況を踏まえた，具体的な評価方法

の確立

（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］

　○客観的で妥当な評価規準の設定と具体的な

評価方法の確立

　　　昨年度， 調査研究に当たり，まず各分野

の観点別評価の趣 旨を踏まえ，評価の観点

を整理 した。次に単元 ごとにおける評価規

準を再検討 したのち，指導と評価の計画，

評価方法 ・評価材料の検討を行った。実際

に評価 を行 うことを主眼に置き，特に評価

をする際の判断の基準については，各観点

ともＡＢＣの判断を， どのような場面で，

どのような方法で行ったらよいかを具体化

して，指導に当たった。また， 自己評価表

を作成し活用するとともに，教育課程実施

状況調査を利用 し，実際の評価 と照らし合

わせ,比 較検討を行った。今年度は，その

結果 と課題 を踏まえ，より客観的で妥当な

評価規準の設定 とより効果的な評価方法の

確立を目指す と共に，評価だけにとどまら

ず， 生徒のつまず きを判断し，学習指導の

改善に結びつけていくこととした。

［調査研究の対象］

第 １学年　 １分野

第 ２学年　 １分野
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第 ３学年　 １分野

２　 生徒の学習の実現状況と考察

　(1)　 「指導と評価の計画」に基づいた評価

　 ①　指導と評価計画の作成

　　　 まず，各分野の観点別評価の趣 旨を踏ま

え，評価の観点を整理 し （図 １），次に単

元 ごとにおける評価規準を再検討 した後，

指導と評価の計画，評価方法 ・評価材料の

検討 （図２）を行った。

図 １．評価 の観 点の整理 （一部抜粋）

図 ２．指導 と評価 の計画 （一部抜粋）

②　指導評価計画に従った観点別評価

　　具体的指導の進行 とともに，指導内容の

評価 と学習状況の評価 を行い，次の指導に

生か した。評価 を行 うにあた り，評価方法

ごとに把握される評価のための判断基準に

照らして，学習の実現状況に応 じて点数化

を図 り，観点別学習状況の総括に役立てた。

小テス ト，定期考査以外の評価方法では ３

点， ２点， １点とし， ２点は 「おおむね満

足できる」と判断 される状況が，３点は 「十

分満足できる」と判断 され る状況がそれぞ

れ把握できたことを示すこととした。

③　評価方法，評価材料

　　以下の方法で4観 点を評価 した。

　ア　関心 ・意欲 ・態度

　　　観察法，観察実験報告書， ノー ト，

　イ　 科学的な思考

　　　観察実験報告書，小テス ト，ワークシ

ー ト
，定期考査，

　ウ　技能 ・表現

　　　観察法，観察実験報告書，パフォーマ

ンステス ト，ノー ト，定期考査，

　エ　知識 ・理解

　　　小テス ト，定期考査， ワークシー ト，

観察実験報告書，

　観察実験報告書は，知識 ・理解を除く３つ

の観点で，中心をなす評価材料 とした。生

徒それぞれの表現の仕方が異なるため，あ

らかじめ記入欄 ごとに基準を決め客観的に

評価 した。また，昨年度の反省から，記入

時間を十分確保すること，及び考察欄にお

いては， Ｃの生徒への手だてとして着眼点

やキーワー ドを明示するなど教師の援助を

工夫 しながら思考を促す こととした。

　　一方，知識 ・理解では，小テス ト，定期

考査については評価規準に照らして 「おお

むね満足できる」と判断 され る状況が見ら

れる場合は得点が50％，「十分満足できる」

と判断 される状況が見られ る場合は得点が

84％ を超えるような問題設計を目指 した

が，適切な評価問題をいかに作成するかが

課題 となった。

　　科学的な思考に関 しては，問題を精選 し

て実施 した。
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　(2)実 現状況

　　　学習が終了した範囲の実現状況は，図３

，図 ４のようになった。

図３　 「物質 と化学反応の利用」の実現状況

図 ４　 「化学変化と原子，分子」

(3)実 現状況と自己評価結果

　 授業における評価の中心は， あくまで生徒

の学習に対する援助であるとすると生徒の自

己評価の活用は有効な手段である。そこで，

単元で評価する規準すべてを１枚の用紙にま

とめ，４ 段階で自己評価させることにした。

　実際の観点別評価には入れず，学習項目の小

さなまとま りごとに，そのつど評価を実施 し

た。そ して，考察をする上では「そ う思 う」

と答えた生徒は，観点別評価で表すところの

Ａ， 「どちらかといえばそ う思 う」がＢ，「ど

ちらか といえばそ う思わない」 「そ う思わな

い」がＣとみな し，比較検討 した。

① 単元における各観点ごとの自己評価結果

単元それぞれにおいて各観点ごとに実際

の評価と自己評価の割合を比較すると，相

関する部分とそ うでない部分があることが

分かった。３ 年 「物質と化学反応の利用」

について関心 ・意欲 ・態度，及び技能 ・表

現をみると，実際の評価ではＡ， Ｂを合計

すると90％を超え， 自己評価においても，

そう思 う，どちらかといえばそ う思 うを合

わせると90％を超えている。一方，科学的

な思考，及び知識 ・理解では，実際の評価，

自己評価 ともにその割合は低い。特に自己

評価でそ う思 うと答えた生徒が少なかった

のと同様に,実 際の評価Ａの割合 もかなり

低い。生徒 自身が考えている以上に実現状

況が低 く問題点 としてあげられた （図３，

５）。

図 ５　「 物質 と化学反応の利用」の 自己評価結果

　　 ２年 「物質の変化」について関心 ・意欲

・態度，科学的思考，及び技能 ・表現をみ

ると，実際の評価 と自己評価で類似 してい

るが，知識 ・理解の観点では， 自己評価で

そ う思 うと答えた生徒37.8％ に対 し，実際

　の評価Ａの生徒の割合は17.5％ であった。

　このため、知識 ・理解 として定着 させるべ

く補充学習を取 り入れた （図 ４， ６）。

② 学習項 目ごとにみる自己評価結果

　　図 ７， ８は，２年 「物質の変化」観点別

学習項 目ごとの 自己評価結果である。

　　物質の分解の実験を中心に指導を展開 し

た。図7で も分かるように，前半，生徒は

興味 ・関心をもって取 り組んだが，原子 ・

分子モデルのところで意欲も減少 した。科

学的思考 （図 ８），知識 ・理解の自己評価

にも同様の結果が見 られ，実際の評価にも

表れた。今後微視的な見方， とらえ方に興
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　　　味がつながるような実験が必要とされる。

図６　物質の変化の自己評価結果

図 ７　 物質 の変化 （関心 ・意欲 ・態度）

図 ８　 物質の変化 （科学的な思考）

(4)実 現状況 と事前，事後の調査

　　昨年度，単元の学習に入る前に，生徒の既

習事項の定着度や興味 ・関心等の度合いを調

べるために平成13年 度教育課程実施状況調査

に使用 された問題を活用 した。また，調査研

究する内容項 目の学習終了後においても該当

するものを実施 した。

① 調査結果の活用

　　　昨年度の調査結果か ら,２ 学年では，知

識 ・理解 として学習内容が定着 していない

など，学年 ごとに観点別の定着度に特徴が

あることが分かった。そこで，今年度は学

習終了後，新たに獲得 した知識 をもとに観

察実験報告書を加筆，整理する時間を設定

するなどの手だてを行った。

②　実現状況と調査結果の分析

　　昨年同様、今年度その結果を待ちたい。

３　 評価方法に関する研究成果

　(1)学 習項目ごとに自己評価をつけさせ ること

で，生徒は，そのつど何を努力すればよいの

か分かる。また，継続 して自己評価す ること

で生徒， 教師ともにどこでつまずいたのか明

確になる。 これにより，個々の生徒への手だ

てや，指導を改善す るポイ ン トが具体的にな

る。また，実際の評価 と比較 して大きく異な

る場合は，指導方法の他に，評価方法，評価

基準を再確認 していく必要 もでてくる。

　(2)事 前 ・事後調査の継続的な利用は，学年 ご

とに 「なにを」「どんな視点で」「どのように」

「どのような手だてで」指導すべきか判断す

る上で有効な方法であると考えられ る。

　　以上のように， より客観的な評価規準の設定

と評価方法を確立 していくために， 自己評価結

果や教育課程実施状況調査等事前 ・事後の調査

結果を活用 し，実際の評価 と振 り返 り検討 して

いくことは，有効な手段であると考えられ る。

４　 成果の普及と今後の展望

　　３年間を見通 した指導計画をたて，評価規準

をより具体的に考え，評価の方法を考えること

により，教師自身の指導観や教材観が幅広いも

のとな り，今まで以上に指導の系統性や1時 間

毎の生徒に身につけさせたい力が， より明らか

になった。今後も，指導評価計画に基づき，計

画的 ・継続的に，個に応 じたきめ細かい指導を

めざす上で， 自己評価の活用法を引き続き検討

していく。そ して，教材の工夫や指導過程にお

ける具体的な手だてを加えなが ら授業改善を図

っていかなければならない。
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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
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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

　学校は六甲山地西部の横尾山の山麓に位置 し校

地に学校林 と河川があり、自然環境に恵まれてい

る。 自然環境を生か した総合学習、環境教育及び

理科教育に力を入れてきた。

　その一環として 「環境教育実践推進校事業」

（兵庫県教育委員会、平成17、18年 度）の指定も

受け実践を行ってきた。

　過去に学校が大きな土砂災害で被害を受けたこ

とがあり、阪神 ・淡路大震災でも校区は甚大な被

害を受け、生徒の犠牲者を出した経験もある。

　自然の しくみを知 り、科学的に考えることが防

災の基礎になるとの立場から防災教育にも取 り組

んできた。その ような背景の中、生徒の基礎学力

の定着と科学的 ・論理的に物事を考えた り、判断

した りす る学力の育成が課題 となっているため

「学力向上拠点形成事業 （確かな学力育成のため

の実践研究事業）」（文部科学省、平成17年 度～19

年度）、「分かる授業推進拠点校」（神戸市教育委

員会、平成18年 度～20年 度）等の実践 と研究を行

ってきた。

２　 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

教員数　　24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

　　　化学及び物理領域における「科学的な思考」

の育成 とその評価

　(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］

　　　平成18年 度は 「化学変化 と原子 ・分子」（2

　　学年）分野を対象にして科学的な思考力の育

成 とその評価について実践 と研究を行った。

　　　その中では 「自分の考え」を書 くこと、グ

ループでの 「話 し合い」を重視 して、科学的

な思考力を育成 しようとした。評価方法 とし

ては、実験 レポー トと観点別小テス トを活用

した。その結果、基礎的な知識を身に付けた

上で、十分に時間をかけた指導があれば、大

部分の生徒が科学的思考力において 「おおむ

ね満足できる」 （Ｂ判定）以上 とす ることが

できることが明らかになった。

　　　一方で、実験 ・観察に十分時間がかけられ

なかったとの反省点も出てきた。

　　　平成19年 度の研究においては、「運動とエ

ネルギー」 （3年）分野を対象として、同様の

視点か ら実践 と研究を継続 し、発展 させるこ

とにした。

　　　日置 （2007）によれば、理科における言葉

の重視、理科における科学を対象にした体験

の 充実についての考察 として「体験の三角形」

を提案 し、実験 ・観察などのような 「具体」

からそれを整理し、処理する 「半具体 ・半抽

象」の体験を経て 「抽象」の段階まで各段階

の面積を増や し、底辺か ら垂直に立ち上がる

ベク トル をつくることとしている。※1

図 １ 「体 験 の 三 角 形 」 （2007,日 置 ）
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　初年度は、 日置のモデルでい う抽象的な活

動を中心に行い実験や観察を行 う時間が少な

くなったが、本年度は具体の底辺の面積を増

や し具体か ら半具体 ・半抽象、抽象に向けて

立ち上がるベク トルの方向で授業を行った。

　 山川 （2007）は 「単 に与 えられた実験をこ

なすだけでは考察す る力がつかないばか り

か、考察に何を記述 した らよいのかわか ら

な くなる生徒が多数 出で しま う。実験では

予想や仮説 を意識 させ なが ら取 り組 ませ る

ことが大切 である。 このことは、その後の

考察をスムーズに進めるためにも重要であ

る。」※2と している。

　小林 （2002）も 「単元の導入段階において、

どの ような内容の学習を どの ような観察 ・

実験を通 して行い、何を明 らかにした り何

を理解できた りするようになれば良いのか、

つ ま り、学習の道筋があらか じめ俯瞰 でき

る地図 （これを 『学習ルー トマ ップ』 とよ

ぶこ とにす る） を児童 ・生徒 に作成 させて

みるのも目的意識 をもって実験観察 に取 り

組ませ る手だて として有効ではないか。」と

指摘 した上で 「児童 ・生徒 の考えを生かす

理科学習モデル」 を示 し、 さまざまな体験

と知識か ら仮説を設定 し、仮説 に基づき予

想 を立て、実験 ・観察を立案 し、新事実を

結果に基づき仮説 の検証 を行 う過程 で考え

た通 りの結果か、最初の考えを修正す るか、

別の考えに至るとしている。※3

　 これ らは、実験 を行い、その実験結果に

ついて考察 を行 うことで科学的な思考を育

成す ることができることや実験の前 に自ら

の意 見を書かせ ることが、実験結果 の考察

について も自らの科学的な思考の検証の場

として使 えることを指摘 している。

　 このようなことか ら授業の始めに「課題 （テ

ーマ）」を示 し、「自分の考 え」を書き、「他

の人の意見」を聞く、話 し合ったあとに実験

・観察を行い、 「考察」をレポー トに書 くと

い う一連 の授業 の過程 で、科学的 な思考力 を

育成で き ると考 えた。

　評価方 法 としては授業 レポー ト、実験 レポ

ー ト、生徒観察 、観点別小テス トを使 用 した。

また、授 業プ リン トには毎回、 自己評価 を書

かせ た。

　前年度 の実践においては 「化学式を暗記す

る」ことが科学的思考の基礎 になるとの思い

から 「覚える」ことの指導に力を入れたが、

本年度は、グループで考えあった り教えあっ

た りしながら具体的な物体を手にして操作 し

なが ら実験をし、測定をする過程で科学的な

思考力を豊かなものとして育てることができ

ると考えワークシー トを使い次のように授業

を展開した。

①本時の学習の課題 を示す。

②課題について、自分の意見を書かせる。

③意見交換をさせる。

　②③の過程で学習課題について考える時間

を5分程度設ける。

④実験を行い、結果をまとめ、考察を行 う。

⑤生徒観察、 ミニレポー トや小テス トで学

習についての評価を行 う。

［調査研究の対象］

２　 児童生徒の学習の実現状況と考察

　　 「運動の規則性」の科学的な思考の評価規準

としては 「力学台車などの運動や様々なエネ
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ル ギーが相互に移 り変わることを調べる方法

を考え、観察や実験を行い規則性を見いだす」

（平成14年 　国立教育政策研究所教育課程研究

セ ンター） とある。実際の授業における科学

的な思考の具体の評価規準は次のようである。

①ス トロボ写真から運動の特徴を見いだす。

②力と運動の関係を説明する。

　 ・力を受けない物体は等速直線運動

　 ・力を受ける物体は速さが変化する。

③位置エネルギーと運動エネルギーと物体

の質量、速さの関係を見いだ し説明する。

④力学的エネルギーが移 り変わ り、その和

が一定であることを見いだ し説明する。

　 「① ス トロボ写真 か ら運 動の特徴を見いだ

す。」 につい て啓 林館1分 野下 （Ｐ49） のス

トロボ写真 を使 って授業 を行 った。教 科書の

「話 し合 ってみ よう ！」 の問い 「撮影 した画

像 を どの よ うに使 って調 べれ ば よいか。」 に

ついて授業 を受 けた143名 中114名 （80％） の

ものは 自分 の意見 を次 のよ うに書 いた。

・「最初 の位 置 か ら何cm動 い たかを調べ 、

それが何秒かか ったか を調べ る。」

・「移動距離 とそ の時間 を求 める
。」

・「模 型の先端か ら1/30秒 後 の先端 が7cmな

ので7÷1/30＝210cm/秒 と図 と式で説

明。

・（ス トロボ写真 の下の） 目盛 りを見て、一

定時間に進む距離がわか るか ら、速 さが求

め られ る。な どの意見 を書いた。い くつか

を発表 させて、近 くの生徒 と意見交換 を さ

せた。

　 その結果、授 業 について生徒 は次の よ うな

感想 を持った。

・「い ろい ろ （他 の人の意見 な どを） 聞いて

自分 の答 えが合 うのは とて も うれ しか っ

た。」等 が あった。

　 「②力 と運動 の関係 を説 明す る。」 のだ る

ま落 と しを使 い 「力 を受 けない時、止ま って

い る物体 は どの よ うになるか。」の問い には、

授業 を受 けた136名 の うち130名 （96％） の生

徒は

・「ず っ と止ま って動 かない。」

・「そのまま静止 し続 ける。」

・「そのままの状態で静止 したまま。」な どの

解答 を書 くな ど自分の意見 を書ける生徒が増

えた。

　 さらに 「2つ の物体の間では、力 は どのよ

うにはた ら くのだ ろ うか。」 では、 自分 の意、

見 を書い た生徒 は142名 中141名 （99％） と増

え、「押 された方 に動 く。」「←」「左 に動 く。」

な どの意見 を書 く生徒がいた。

　 以上の よ うに 自分 の意見を書 く生徒が増 え

た。 このこ とか ら科 学的に思考す る生徒が増

えた と考 え られ る。

　 また、授業 のは じめに、生徒 に本時の学習

課題を告 げ、 その課題 に関 して、生徒の考え

を書かせ るこ とは、実験 な どの場で生徒 の予

想 した考 えにつ いて、生徒 自らが考 え、 自ら

の考えについて確認 した り、修正 した り、別

の考えに至 る機会 になっていることが机 間支

援 の機 会に観 察す るこ とができた。

　例 えば、実験 中に記録 タイマーのテープを

処理 してい る生徒 の 「だんだん速 くな ること

ってい うこ とは こ うい うこ とだったのか。」

と切 ったテー プ を並 べな が らの発 言や 「（記

録 タイ マー） テープ を切 って、考 えてい る う

ちに、 な るほ どと思 った。」 な どの発 言がみ

られ た。

　 この生徒 の発 言 は実験前 に立てた 自らの考

えや友達 の考 えを修正 しなが ら、新事実 を結

果 に基づ きなが ら仮説の検証 を行 う過程 で出

た発言 ではないか と考 え られ る。

　科学的 な思 考の評価 について平成16年 度神

戸 市中学校教 育研 究会 「単元別課題 シー ト」

を実施 した結 果 （以下課題 シー ト結果） は表

１のよ うにな った。大問題番号3107小 問題番

号 ２②以外 の12問 について は、正答率 より本
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　校 の正答率 が高かった。

　 正答 率が高かった問題 は、3202－1運 動 を調べ

るために着 目す る点を問 う問題 、3202－2運 動 の

よ うす が変わ ると具体 的に何 が変化す るかを考

え る問題 、3103－1、3103－2、3103－3作 用 、反 作

用 の問題 、3106一 ④1、 ④2運 動エ ネル ギー と速

さ質量の関係 を問 う問題 、3106－5運 動 エネル ギ

ー 大き さを質量の関係 か ら考 える問題 、3107－1

① 、1② ふ りこの位 置エ ネル ギー と運動 エネ ル

ギーは何 に関係 してい るか考 える問題 、3107－2

① 図か らふ りこの位 置エネル ギー と運動エネル

ギーの高い場所 を記号で選ぶ 問題、3107－4の 位

置エネル ギーか ら運動エネル ギー の変換 につい

て問 う問題で あった。

表 １　小テス ト１（学習 直後 ：H19年10月 実施）

　　また、国立教育政策研究所教育課程研究セン

ターの実施 した平成15年 度小 ・中学校教育課程

実施状況調査 （以下国研調査結果）の問題では

科学的な思考について表 ２の通 り設定通過率を

問題番号1－3以 外は全てクリアした。

表 ２小テス ト結果 ２（学習１月後 ：H19年11月実施）

３　 評価方法に関する研究成果

　　 塾で既 に学習 してい る影響や研究の時期

が45分 の短縮授業にな り机間巡視などで生

徒の学習状況を十分 に把握できない ことが

予想 されたため、 ワー クシー トに学習内容

についての自己評価 を入れた。 これによ り

学習に対 して生徒が正 しく理解できている

のか、理解 したつ も りだが理解できていな

いのか、理解 していないのかを把握するの

に役立てて、それ を学習への支援のために

活用した。

　　　このことが課題シー ト結果で、13問 中12

問 （92.3％ ）市の正答率よ り正答率が高か

ったことや、国研調査結果の問題で ７問中6

問 （85.7％ ）設定通過率を超 えたことにつ

ながったるのではないかと思われる。

４　成果の普及と今後の展望

　　　地域での研究会で発表 し、多くの先生方か

ら意見を伺って、より実践的に科学的な思考

を育成するための研究を進めたい。

　　 【引用文献 】

※1日 置 光久 「科 学 を対象 と した 『言葉』 の重視

と 『体験』 の充実」『理科 の教 育』56（6） 、

pp8－12，2007

※2山 川 俊 巳 （2007） 「『考察』 って 、楽 しい ！」

　　 －考察 す る力 を高 め合 う交流活 動 の工夫 －

　 『理科 の教育』56（11） ，pp35 2007

※3小 林辰 至 「観 察 ・実験 に対す る 目的意識 を ど

の ように醸成す るか」『理科の教育』51（11）,

 pp7 2002
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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 ： 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，将来

の中学校教育を担 う 「教師」の育成に取 り組ん

でいる。また，学校教育 目標を 「正 しい判断

とた くま しい実践力 をもった自主的人間の形

成」 とし，生徒をよき社会の形成者に育てるべ

く教育活動に励んでいる。また，現在の学校研

究は，生徒の 「学びがい」に焦点をあて，学習

意欲を重視 した研究を行っている。

２　学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

教員 数24名 （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 　「自然を科学的に追究する能力

や態度の育成」

　(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］

　　　本校の理科部では，学習指導要領の趣旨を

踏まえ， 「自然を科学的に追究する能力や態

度の育成」をテーマに取 り組んでいる。これ

は，理科の学習において重視すべき 「科学的

な資質 ・能力」の育成に焦点をあてて取 り組

んできたものである。これまで，単元や題材

の内容 と生徒の発達段階を考慮 し，以下の3

点を重視 した。

　 ・発達段階を踏まえ，各学年で身に付けさ

せたい資質や能力を設定する。

　 ・観察，実験を1～2名 で実施 し，個別化

を図 り，観察 ・実験をや り遂げさせる。

　 ・毎時間，ルーズ リーフ形式のノー トを提

出させ，観点別評価 を行って返却するこ

とで，関心 ・意欲や技能 ・表現，科学的

な思考等を高める。

　 これ らの方法によって，生徒の学力がどの

ように向上するのか研究 した。

［調査研究の対象］

２　 生徒の学習状況と考察

　(1)平 成 １８年度の取組

　　 観察，実験を １～ ２名で行わせることとノ

ー トを提出させ指導することに，特に力を入

れ取 り組んだ。 このことで，多くの生徒が良

好な学習態度で授業に参加 し，知識の定着状

況 も良好であった。観点別評価では 「技能 ・
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表現」の実現状況が最も把握 しやすかった。

「科学的な思考」は，考察の内容か ら判断す

ることができたが，指導計画や実験台が ４人

１組のため１～ ２で実験をさせても他の人の

意見に左右される生徒も見 られた。また，「知

識 ・理解」は定期テス トや小テス トにおいて

把握することができた。

平成18年 度の取組の中で問題 となったの

は，「関心 ・意欲 ・態度」である。本校では，

「科学的な思考」「観察 ・実験の技能 ・表現」

「自然事象についての知識 ・理解」すること

ができた生徒は，意欲 をもち続け，態度も良

好であつたと判断した。 ３観点の状況から総

合 して，課題解決の意欲の状況を評価 した。

企画委員の訪問及び中間報告会にて，次のよ

うな助言をいただいた。

・関心 ・意欲 ・態度は，他の3観 点か ら総

合ではなく，単独で測る場面を設定すべき

である。

・示された評価規準は"Ｂ"で あるが，"Ａ"

の具体例もあるとよい。

・１時間の授業で，評価の観点を一つにし

ぼっているのはよい。ただ，評定の出 し方

について，単元の終末に評価を見直しても

よいのではないか。

いただいた助言を参考 して取 り組んだが，

学力をどの場面で測ればよいのか，明確な結

論を導けなかつた。単元の最後に，知識や技

能等，量的に測定できることは難 しいことで

はないが，「関心 ・意欲」や 「科学的な思考」，

「表現」のように質的なものをどのように，

どの場面で把握するのが適切なのか結論を導

けなかった。また，本研究で求めている学力

把握 と観点別評価及び評定 との関係を整理 し

て取 り組む必要性 を感 じた。

(2)平 成19年 度の取組

① 実践例1［ 運動 とエネルギー］

（平成19年4月 ～6月 実施）

＜設定 した評価規準＞

（自然事象へ の関心 ・意欲 ・態度）

・物 体 の運動 や エネ ル ギー に関心 を も

ち， 観察 ・実験 を通 して， 物体 の運動 の

規則性 を調 べ よ うとす る。

・日常生活 と運動 とエネル ギー を関連付

けて とらえ よ うとす る。

（科学的 な思考）

・物 体 の運動 や エネ ル ギー に関す る観

察， 実験 を通 して， 物体 の運動 の規則性

やエネル ギー を関連付 けて とらえ ようと

す る。

（観察 ・実験 の技能 ・表現）

・物 体 の運動 や エネ ル ギー に関す る観

察， 実験 を行 い， そ の結果 を適切 に処理

し， その結果 に基づ いた考察 を行 うこ と

ができる。

（自然事象 につ いての知識 ・理解）

・物体の運動やエネル ギー規則性やエネ

ル ギー につ いて理解 し，知識 を身 に付 け

てい る。

・日常生活 と運動 とエネル ギー の関係 を

理解 し，知識 を身 に付 けている。

＜把握状況 ＞

（自然事象へ の関心 ・意欲 ・態度）

・授業 の中で意 見発表 を している場面 で

は， 個々 の意欲 を把握す るこ とができな

かった。

・単独 で 「関心 ・意欲 ・態度」 を把握す

るには， 幅 広 く評価 でき る教材 と，指 導

計 画 でバ ラ ンス を考慮す る必 要が あ つ

た。

（科 学的な思考）

・速 さについては小学校 で学んでい るこ

とあ り， 「知識 ・理解 」 の方 が適切 と判

断 した。観 察 ・実験の結 果か ら規則性 を

導 かせ るには， 指導計画 と実験 素材 が重

要であった。また， 実験 を複数 回でき る

ことも 「科学的な思考」 に重要であ る。

（観 察 ・実験の技能 ・表現）
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・極力 ２人 １組で実験をしたため，ほと

んどの生徒 が概 ね技能は身に付けてい

る。毎時間ノー トを提出させ，実験結果

に基づいた考察を書かせたことにより，

考え方は評価できたが，発表の機会は設

けないので評価 していない。

（自然事象についての知識 ・理解）

・ペーパーテス トの結果から，概ね力学

的エネルギーについて理解 し，知識を身

に付けていると判断した。実験の結果か

ら規則性が比較的容易に導けたため，理

解の状況 もよかったと考えられる。

＜考察 ＞

これ らのことか ら，「関心 ・意欲 ・態

度」を除いて，評価する場面を設定 しや

すい単元であるといえる。 しか し，実験

結果から規則性を見つけやすい実験を行

わせること，測定が簡便で何度 も繰 り返

しできたこと等が効果的であつたと考え

られる。この単元の実験は，短時間で結

果が得やすいことか ら，結果についての

考察を行 う時間を確保できたといえる。

「関心 ・意欲 ・態度」は 「～しようと

する。」という行動 目標で作成 した場合，

授業時間で単独で把握す ることに難 しさ

を感 じた。

② 実践例 ２ ［植物の生活と種類］

（平成19年4月 ～6月 実施）

＜設定した評価規準＞

（自然事象への関心 ・意欲 ・態度）

・生物の観察や植物 の体のつ くりと働

き，植物の仲間に関する事象に関心をも

ち，意欲的にそれ らを探究しようとする。

（科学的な思考）

・生物の観察や植物 の体のつ くりと働

き，植物の仲間に関する観察，実験を通

して，植物の体のつ くりと働きや植物の

仲間を関連付けてとらえようとする。

（観察 ・実験の技能 ・表現）

・生物 の観 察や植物の体のつ くりと働

き，植物の仲間に関する観察，実験を行

い，観察 ・実験の基本操作を習得すると

ともに，結果に基づいた考察を行 うこと

ができる。

（自然事象についての知識 ・理解）

・生物の観察や植物の体のつ くりと

働き，植物の仲間について理解 し，知識を

身に付けている。

＜把握の状況＞

（自然事象への関心 ・意欲 ・態度）

・生徒は観察 ・実験に意欲的に取 り組ん

でいたものの，単独で 「関心 ・意欲 ・態

度」を評価することは難 しかった。単独

での評価には，授業内容，教材の工夫が

必要であると感 じた。

（科学的な思考）

・多 くの生徒が，実験結果をもとに，根

拠を挙げて考察をすることができるよう

になってきた。 しか し，もっている知識

にとらわれすぎて， 自分で得た実験結果

か ら考察することができない生徒も見 ら

れた。「科学的な思考」を評価す る上で，

自らが得た結果をもとに考えることがで

きているかも大切な要素である。

（観察 ・実験の技能 ・表現）

・顕微鏡は １人に１台で観察を行い，そ

の他の観察 ・実験に関 しても， １人 １実

験， ２人 １組で行ったため，ほとんどの

生徒が技能を身に付 けている。

（自然事象についての知識 ・理解）

・ペーパーテス トの結果から，ほとんど

の生徒が概ね知識を身に付けていると考

えられ る。 しか し，観察 ・実験で行っ た

ことと，内容 との結びつきが弱い生徒 も

見られ，観察 ・実験 と内容 との関連を強

く意識 させることが必要である。

＜考察 ＞

これ らのことから， １人 １実験，又は
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２人 １組で観察 ・実験 させることによっ

て，技術の習得を促すことができた。特

に，観察 ・実験を多く行ったことによ

って，ほとんどの生徒が植物について理解

し，知識を身に付けていると考えられる。

しか し，個々の題材では理解 しているも

のの，植物の単元の大きな流れとして理

解できていない生徒 も見られた。植物の

つくりと働き全体の流れを意識 させ られ

る指導計画の立案が重要であると感 じ

た。

③ 実践例 ３ ［動物の生活 と種類］

（平成19年9月 ～11月 実施）

＜設定 したの評価規準＞

（自然事象への関心 ・意欲 ・態度）

・動物の体 のつ くりや働 きに関心をも

ち，進んで調べようとする。

・生命尊重の考えをもって，活動 しよう

とす る。

（科学的な思考）

・動物の体のつ くりや働きを動物の生態

や生活環境 と関連付けてとらえることが

できる。

（観察 ・実験の技能 ・表現）

・動物の観察や実験を行い，その結果を

的確に表現することができる。

・安全に気を付けて，解剖や実験を的確

に行 うことができる。

（自然事象についての知識 ・理解）

・動物についての観察や実験などを行

い，動物の体のつ くりや働 きを理解 し，

知識を身に付けている。

＜把握の状況 ＞

（自然事象への関心 ・意欲 ・態度）

・観察や実験 の活動が中心で あったの

で，ほとんどの生徒が意欲的に活動して

いた。 しかし，ブタの眼球やマ ウスの解

剖では，参加できない生徒が数名見られ

た。 これ らの授業を通 して， 「関心 ・意

欲 ・態度」を毎時間の授業で把握するこ

とは困難であった。そこで，単元の最後

に動物の内容につ いて調べ学習を行い

「理科新聞」を作成 させ，評価を行った。

（科学的な思考）

考察を書かせ る際に 「観察 ・実験の結

果， このことから考察がいえる。」 とい

うパターンを与えることで，結果 と考察

の区別 して考察ができる生徒が増えた。

しか し，草食動物と肉食動物の特徴の違

いから，その理由を考えるといった，得

られ る結果か ら複数以上ある場合，条件

を整理して考察を書くことができない生

徒が少なくなかった。

（観察 ・実験の技能 ・表現）

実験や解剖などの作業技能に いて，

個々の活動のようすが記録に残 りにくい

ことや， ４人 １組で取組に個人差がある

ので，個別に評価することは難 しい。個

別や ２人 １組での活動が多 く，ほとん ど

の生徒は十分に活動できていた。しか し，

スケ ッチや特徴の記載等は個々の 「描 く

力」により，学習の成果 として差が出て

しまった。活動の手際がよいが， よい記

録を残せない生徒についての学力を適切

に把握できないとい う課題が残った。

（自然事象についての知識 ・理解）

・ペーパーテス トの結果から，学習内容

に関する知識は概ね身に付いているとい

える。 しかし，血液の循環経路など，関

係が複雑な内容については，知識の定着

が不十分であった。

＜考察＞

これ らのことから，学力の把握につい

て本校では授業毎にノー トを集め， １～

２観点を評価 し，学力の把握に努めてき

た。 これ らの取組を通 して， 「科学的な

思考」や 「技能 ・表現」については，授

業中の記録を評価することが望ましいと
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考える。事後に評価す る場合， 「知識 ・

理解」として習得 したとも考えられる。

したがって， 「関心 ・意欲 ・態度」に

ついては，観察や実験を多く取 り入れる

ことで，概ねよい状況であるが，授業時

間内で個々の評価することは困難であっ

た。このため，発言や ノー トなど目立っ

て意欲的に取 り組んだ生徒には，＋αを

加点する方式で評価ができればよい と考

える。

３ 評価方法 に関す る研究成果

(1)学 力の定義

学力 の測定場 面の研 究 をす る。 「関 心 ・意

欲 ・態度 」や 「科 学的な思考」，「表現 」の よ

うに質的な ものの評価方法及び場面ついて検

証 した。 そ のため には， 「学力 」の再確認 が

必要であ ると考えた。 一例 を挙げれ ば， 市川

*1は 「学 んだ力 としての学力」 と 「学 ぶ力 と

して の学力」 に分類 してい る。 「（狭 義 の）技

能」や 「知識 」は 「学んだ力 としての学力 」

で あ りペ ーパーテス トや パ フォーマンステス

トで把握す るこ とが可能で ある。

一方で 「関心 ・意欲 ・態度 」は 「学ぶ力 と

しての学力 」に近 い。 さらに市川 は図1の よ

うに 「測 りやすい学力」と 「測 りにくい学力」

に分類 してい る。

学力 のとらえ方

図 １　学 力の と らえ方

また，佐藤*2は 「学力 はachievement（ 達成）

の訳語 であ る。」 と して い る。質的 な もの の

「達成」を調べる上で，学習環境は重要であ

る。具体的には，学習集団の雰囲気や教材 ・

教具の状況が整っていることが前提条件とな

る。その上で，教師の的確な指導を通 して 「測

りにくい学力」の 「質」が変容 してい くと考

えられる。

(2)観 点別評価， 評定と学力把握

毎時間の取組状況や定期テス トの結果を踏

まえて，観点別評価 にもとに ５段階評定を出

している。本研究で求めている学力把握 と観

点別評価及び評定との関係を整理 していく。

評定を導 くためには，評価を蓄積 していかな

ければならない。本校の理科部では， ４観点

を次のように定義 している。

○…評価 しやすい ▲…評価 しにくい

（自然事象への関心 ・意欲 ・態度）

＜関心＞

○自然の事象に興味や疑問をもち注 目す る

＜意欲＞

○ 自然の事象に関する，新 しい疑問や解決 し

てみたいことを意識する

＜態度＞

○ 日常生活と関連付けて考えようとする

▲ 自然環境を保全 しようとする

▲生命を尊重 しようとする

▲学習 した内容をもとに，継続的に調べよう

とする等の態度

＜問題の発見＞

○事象の中に既習の知識では説明できないこ

とを意識する

（科学的な思考）

＜目的意識をもった観察，実験＞

○解決のね らいにそった問題解決のための実

験などを考える

＜実証的な考え＞

○直接経験に根拠を置いた考えを導いた り，

観察 ・実験結果か ら規則性を見いだす

＜論理的な考え＞

○自然の事象を筋道を立てて考えたり，既知

―250―



の法則や知織を根拠に考察 し，客観的，数

量的にまとめようとする

＜分析的，総合的な考え＞

○事象の生 じる要因や仕組み，分類，共通点

や差異点の発見，関連付けて考える，予想

や類推をする

（観察，実験の技能 ・表現）

＜操作的技能 ＞

○器具の正しい使い方

○適切な器具の選定

○安全な操作法など

＜知的技能＞

○実験の計画

○装置の設定，測定など

＜的確に表現する方法＞

○創意ある実験報告書の作成

▲分かったことを論理的に発表する

（自然事象についての知識 ・理解）

○基本的な科学概念 （原理 ・法則，物質，エ

ネルギー，生命， 時間 ・空間など）の理解

これ らの項 目について評価 との関係を分析

すると，ある場面で評価す るのではなく，意

欲が続いた結果できるようになったことか ら

評価 した方がよいといえる。

(3)学 力把握 と学習環境

学力把握ができる環境づ くりを目指 し，教

師の指導法の工夫，学習環境の整備， 改善に

取 り組んだ。４観点を評価する上で，生徒が

観察 ・実験を行いなが ら課題を解決できるよ

うな物的環境と自らの考えを述べやすい生徒

間の雰囲気は重要である。これを整えた上で，

生徒に学力が付いたか否かを検討すべきだと

考えた。

(4)教 師の指導力向上

埼玉大学教育学部附属中学校 「研究紀要」

第43集 に掲載 した 「中学校理科教師に求めら

れる基礎 ・基本の提案」を紹介 した。教 育実

習生が授業を立案できるように制作した手引

書に教育実習生とのや り取 りを加筆 したもの

である。指導者の先生方からも好評を得た。

このように本校での教育実習では，理科教師

としてできるべきことを明らかにしている。

言い換えれば，生徒の学力 と共に教師の指導

力 も不可欠な要素である。教師 としての 「知

識 ・技能」に加えて，自らも向上心をもって

学び続けてい くことが重要である。

４ 成果の普及と今後の展望

本校は， 「生徒の 『学びがい』を引き出す学習

指導」を研究テーマに取 り組んでいる。その研究

の中で明らかになったこととして，次の項 目が挙

がった。

・生徒の学習意欲を支えるものは生徒個々に異

なり多様である。

・「観察 ・実験」のような活動その ものが好き

な生徒がいる。

・「知識 ・技能」の習得状況は， 「関心 ・意欲」

と相関関係が見 られる。

・「理科が嫌い ・苦手」と答える生徒の多くは，

嫌いな理由に 「分か らない，できない，難 し

い」を挙げている。

このことか ら，「関心 ・意欲」は単独で存在す

るのではな く，「知識」や 「技能」に支えられて

いる生徒が多数いることが伺 える。この状況を踏

まえ，様々な生徒の学習状況を把握し，的確な指

導 ・助言を行 うことで，生徒の 「学ぶ意欲」は高

ま り，自ら学ぶ生徒の育成につながる。

この ２年間の研究成果を，平成20年 ５月末に本

校で開催 され る 「埼玉県中学校研究協議会」にて

提案 していきたいと考える。
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