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(1)学習指導要領に定める目標等の実現状況

の把握に関する研究

研究対象教科等 情報（情報Ｂ）

≪研究主題≫

「問題のモデル化とコンピュータを活用し

た解決」における指導と評価について

【研究の要点】

○ 主題設定の理由

本研究で取り上げた「問題のモデル化とコンピュータ

を活用した解決」は，日常における問題解決の手段とし

て，生徒に身に付けて欲しい内容であるものの，適切な

題材が選びにくく，指導のしにくい内容を含んでいる。

また，こうした内容項目は，単に「知識・理解」といっ

た学力を把握するだけでなく，「技能・表現」や「思考・

判断」を適切な形で把握できるものと考える。学習目標

の設定，評価規準の明確化と再点検，評価方法や指導方

法について研究する。指導方法については，問題解決力

を高めることを目的に取り上げた内容項目について，そ

の科学的理解に触れながら進めていくようにする。

○ 記述する活動と手計算を行わせることの効果

時間で変化する動的モデルの教材として，複利法や害

虫が増加する簡単な生態系を課題として設定し，これら

のモデル化と，時間間隔を変化させたときの振る舞いに

ついて考えた。変化の様子を数式モデルとして表し，パ

ラメータである時間の間隔を変化させた計算と，そのと

きの変化を検討して文章で自分の考えを書かせた。

時間の間隔を短くしていくことの意味と目的関数の変

化について，Web形式の電子記入シートに記述させる方法

をとり，観点として「思考・判断」を評価した。授業内

容について，その考えを文章として書かせる活動は，Web

を活用すると比較的容易であった。こうした活動はまた，

生徒自身の学習の振り返りともなり，思考力の強化に繋

がると考えられる。留意点として，設問の意図をくみ取

ることができず単に感想だけを記述する生徒もいたこと

から，記述する活動のなかで，教員から適切なアドバイ

スを継続的に行うことが必要である。Webの利用について，

今回は利便性を考慮してGoogle Documentsを利用した。

個人情報やセキュリティ面を考慮した他のツールの利用

も考えられる。

モデル化したのち，パラメータである時間の間隔を短

くすることの意味の理解の点では，手計算を行わせるこ

とが功を奏した。

○ 手作業によるシミュレーション

不確定な要素によって変化する確率的モデルとして，

モンテカルロ法を題材として選び，この概念を理解する

とともに，サイコロを使った手作業によるシミュレーシ

ョンを行い，その結果をもとに円周率の値を求めた。評

価の観点は「技能・表現」，「知識・理解」とし，手作業

によるシミュレーションを行った結果から円周率の値を

求める活動を行い，そのときの作業用プリントの取組状

況を主たる評価方法とし，机間巡視で補った。

コンピュータを用いたシミュレーションを行う活動と

比較して，手作業によるシミュレーションを行う活動は，

生徒の理解にとって重要だと考える。こうした手作業は，

コンピュータの利便性を理解させる点で優れていると考

える。ランダムな点の取り方を細かくして，数多くの試

行をもとに計算することで，より正確な円周率の値を求

められることを実感できれば，コンピュータを使うこと

の優位性を考えるきっかけになる。

○ 相互評価の適する内容項目

本研究では，評価するなかで，自己評価や相互評価の

在り方も検討したいと考えていた。しかし，本単元の学

習内容は密度が高く，ここでの利用は難しかった。相互

評価は，お互いに他者からの評価結果を受け止めて，自

分自身で再検討することが必要である。すなわち，自己

解決型の学習形態がとれる内容項目であれば，相互評価

が効果的に機能すると考える。

○ まとめ

評価規準の作成は「何を学んだか」，「何ができるよう

になったか」など，設定された授業の目的に沿って適切

に作成されなければならない。つまり，授業を通して身

に付けさせたい学力を具体的に設定し，その学力が確実

に身に付けられる的確な題材を選ぶ必要がある。そして，

実際の授業実践のなかで，正しく学力を把握できたかな

どの評価をしながら改善していくという，ＰＤＣＡサイ

クルを再確認するよい機会となった。また，生徒に文章

を記述させる活動を通して行う，「思考・判断」，「技能・

表現」の評価は，定期試験では測ることが難しい「学力」

を把握する手段として研究し続けていきたい。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校は，本年度に創立111年を迎えた伝統

校で，４万７千人を超す卒業生は国内外の各

界で活躍している。また，県内有数の進学校

として，生徒や保護者，地域から大きな期待

が寄せられている。今日まで常に，生徒・保

護者の重要度・満足度調査や授業評価等から

ニーズを把握し，学習活動や学校生活が適切

に営まれているかを検証しながら，学習指導

や進路指導の研究・改善に取り組んできた。

平成15年度から４年間，スーパーサイエン

スハイスクールの指定を受け，評価方法につ

いての研究開発を進めてきた実績がある。



２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

課程 学科 １年 ２年 ３年 計

学 生 学 生 学 生 学 生

級 徒 級 徒 級 徒 級 徒

数 数 数 数 数 数 数 数

全日制 普通科 ７ 281 ７ 282 ７ 276 21 839

普通科

国際科学コース ２ 80 ２ 80 ２ 78 ６ 238

計 ９ 361 ９ 362 ９ 354 27 1077

教員数 68名（ ２名）

普通教科「情報」（情報Ｂ）を１学年で２単位開設

Ⅱ 研究の内容及び成果等

１ 研究主題について

(1) 研究主題

「問題のモデル化とコンピュータを活用し

た解決」における指導と評価について

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

本研究の主題として取り上げる「モデル化

とシミュレーション」は，考え，判断する力

など，「知識・理解」とは別の意味で，しっ

かりと身に付けて欲しい内容であるものの，

適切な題材（教材）が選びにくく，指導のし

にくい内容を含んでいる。また，指導方法に

ついて経験も乏しく，苦慮して敬遠しがちな

領域でもあるからこそ，主題の設定に相応し

いと考える。この内容項目は，日常における

問題解決の手段として重要な考え方を含んで

いるので，単に「知識・理解」といった学力

を把握するだけでなく，「技能・表現」や「思

考・判断」を適切な形で把握できるものと考

える。研究のポイントとして，生徒が「モデ

ル化とシミュレーション」について理解を深

めるための学習目標の設定，評価規準の明確

化と再点検，評価方法や指導方法について実

践的な研究を行うこととした。

評価方法については，観点別に次のような

方法を考えた。①「意欲・関心・態度」…主

に行動観察の記録による評価。②「技能・表

現」…成果物の作成過程や提出された課題に

よる評価。③「思考・判断」…Web形式の電

子記載シートに記述させた文章による評価。

④「知識・理解」…筆記試験による評価。

また，生徒の学習理解度をさらに高めるた

めには，自己評価や相互評価を用いることも

有益であると思われることから，その利用が

優れている題材選定，つまり，内容項目の選

定についても考慮する。

指導方法については，問題解決力を高める

内容項目に関わる科学的理解に触れながら指

導する。現在の高等学校のカリキュラムにお

いては，２つの事象の関係など統計的に理解

することが少なくなっていることから，理数

科の教科と連携し，本内容項目と関連する教

材を用いるなどして理解の手助けとする。

また，日常生活における具体的な事象のモ

デル化を考えるとともに，コンピュータを利

用したシミュレーションと手作業によるシミ

ュレーションの相互効果を考えながら題材を

選び，生徒の学習理解度をさらに高めていく。

○［調査研究の対象］

学 年 全日制 普通科・普通科国際科学コース１年

分 野 (3) 問題のモデル化とコンピュータを活用し

(領域) た解決

内 容 ア．モデル化とシミュレーション

項 目

具体の １．問題の解決方法

単 元 ２．モデル化の方法

（題材） ３．コンピュータによるシミュレーション

評価の [関心・意欲・態度]

観点 ・線形計画法を用いた最大利益を求める題材

に興味・関心を持ち，問題解決に向けて取

り組んでいる。

・時間的に変化する動的モデルに興味・関心

を持ち学ぼうとしている。

・モンテカルロ法に関心を持ち，手作業によ

るシミュレーションに取り組もうとしてい

る。

[思考・判断]

・与える数値を変更させたシミュレーション

結果から，変化を読み取ることができる。

・時間(t)の間隔を短くしていくことの意味と



目的関数の変化ついて考えて記述すること

ができる。

・シミュレーションの結果を考察することが

できる。

[技能・表現]

・課題を数式モデルとして表し，その結果を

グラフに表すことができる。

・動的モデルについて，パラメータを変更し

た結果を視覚的に表すことができる。

・手作業によるシミュレーションを行った結

果から円周率の値を求めることができる。

・シミュレーションの結果について，その変

化の様子を書き表すことができる。

[知識・理解]

・モデル化の用語やタイプ別の分類を理解し

ている。

・シミュレーションの結果の検証を数学的に

理解している。

・モンテカルロ法の概念を理解している。

・シミュレーションに必要な最小限の操作方

法や数式が知識として定着している。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

(1) 具体例１「問題の解決方法」

① 単元（題材）の目標

問題の解決方法を習得するために，静的モ

デルの一つである線形計画法を用いたモデル

化と，その結果をグラフ化することができる。

② 学習活動と評価の観点，授業評価及び評価

方法

(ｱ) 学習活動

線形計画法を用いて最大利益を求める教

材を課題として用い，数式モデルの考え方

と，そのモデルを利用した利益の変化の様

子をグラフ化する作業を通じて，問題解決

の方法が学べるよう授業の計画を立てた。

線形計画法（最大利益の変化）を題材と

して取り上げた理由は，文化祭で模擬店を

行う機会があるなど生徒の関心が強く，ま

た，教科「数学」で学習した領域に関連し

ており，積極的に取り組めるのではないか

と考えたからである。さらに，教科「数学」

において２次関数を既に学習していたこと

から，モデル化の学習の振り返りとして別

の視点からもモデル化とシミュレーション

を考えることができると考えた。

(ｲ) 評価

この単元では，特に「技能・表現」及び

「関心・意欲・態度」の観点から学力の把

握に努めた。

「技能・表現」は，評価規準を「課題を

数式モデルとして表し，その結果をグラフ

に表すことができる」とし，モデル化とグ

ラフ化の成果物を評価した。「課題に対し，

その数式化を自ら行い，結果をグラフ化し

て提出することができた」をＡ，「手順に

沿い数式モデルを作成し，その結果をグラ

フ化できた」をＢ，「数式モデルが理解で

きず，グラフが作成できなかった」をＣと

した。結果はＡ92％，Ｂ５％，Ｃ３％であ

った。評価がＣの生徒は，取組状況が遅れ，

指定の時間内に提出ができなかった生徒で

ある。

「関心・意欲・態度」は，主に教員によ

る行動観察によって評価した。

③ 考察及び指導の改善

行動観察を行う場合は，主に課題に取り組

んでいる生徒の様子を観察するが，短時間で

40名の生徒の状況を把握することは難しい。

そこで，生徒の様子を記録する方法として，

デジタルペンやワイヤレステンキーを用い

て，評価の値をデジタルデータとして残すこ

とを試した。しかし，入力ミスによるデータ

の取り違えや，それを防ぐため慎重になりす

ぎ，逆に時間がかかったりと，労力の削減に

は繋がらなかった。結局は，古典的な方法で

はあるが，手帳を用いて，評価規準に達しな

い生徒を記録するとともに，成果物である作

業ノートをチェックすることで補った。

④ 今後の課題と展望

「関心・意欲・態度」の評価は，成果物か

らでは十分読みとれないため，机間巡視によ

る行動観察が重要となってくるが，教員一人

では限界があるのでＴＴの導入も必要とな

る。また，コンピュータや情報機器が置かれ



ている情報教室では，机間巡視が行い易いレ

イアウトを考える必要があり，実習との兼ね

合いやプレゼンテーション形式の授業を行う

ことが多いことから，内容によって学ぶ場所

を使い分けるなど，学習環境についても考え

る必要がある。

また，具体例１で取り上げた線形計画法は，

統計的な考え方を学ぶ適切な題材でもある。

２つの事象の関係を探る手段として，偏差や

相関関係，回帰直線などについて学ぶよい機

会である。新学習指導要領では，教科「数学」

で「統計とコンピュータ」という単元が設定

されたが，情報科学という観点から教科「情

報」で扱うことも大いに有効だと考える。

(2) 具体例２「時間的に変化する現象」

① 単元（題材）の目標

時間的に変化する動的モデルの教材とし

て，複利法や，害虫が増加する簡単な生態系

を課題として設定し，これらのモデル化と，

時間間隔を変化させたときの振る舞いについ

て考えることができる。

② 学習活動と評価の観点・評価規準及び評価

方法

(ｱ) 学習活動

複利法やシンプルな生態系を想定した害

虫が増加する様子を，数式モデルとして表

し，パラメータである時間(t)の間隔を変

化させた計算と，そのときの振る舞いにつ

いて考察したことを文章で記述させた。

これらのモデルを取り上げた理由の一つ

は，複利法は単利法と併せて，その意味を

知らない生徒が多く，これを機会として金

利等について学ぶきっかけになると考えた

からである。また，害虫の増加するモデル

は，条件として環境などを整えることが必

要になることから，生物の生態系のバラン

スに基づいた思考にも繋がると考えた。

(ｲ) 評価

この単元では，特に「思考・判断」の観

点から，「時間(t)の間隔を短くしていくこ

との意味と目的関数の変化について考え，

記述することできる」を評価規準とした。

「時間(t)の間隔を短くさせたときの振る

舞いや，長所と短所に言及し，自分で考え

たことを的確に記述できた」をＡ，「手順

に沿って時間(t)の間隔を短くさせたとき

の目的関数の振る舞いなどに関し，自分で

考えたことを記述できた」をＢ，「パラメ

ータを変化させても目的関数の振る舞いや

その意味が十分理解できず，正しく記述で

きなかった」をＣとした。結果はＡ90％，

Ｂ８％，Ｃ２％であった。評価をＣと判断

した文章には，「短所は四捨五入だから多

少誤差がある」，「ある程度我慢して少なく

した方がいいと思う」，「細かすぎるデータ

までわかってしまう」など，学習の内容の

意図を捉え切れていないものや，単に感想

だけのものもあったことから，文章を記述

させる活動のなかで，教員は適切なアドバ

イスを継続的に行うことが必要であった。

また，「思考・判断」にかかわる学力の

把握についてさらに踏み込み，Web形式の

電子記入シートに，毎回の授業のなかで学

んだこと，考えたことなどを記述していく

方法を使った。こうしたポートフォリオ的

な手法は，定期試験などの筆記試験では実

施が困難であるが，Webを活用することで，

常に記録が蓄積され，学習状態の確認とし

て活用できることから有効である。教員は，

提出状況を直ちに確認することが可能で，

反省点があれば次の授業に反映させること

ができる。

③ 考察及び指導の改善

本実践では，モデル化したのち，パラメー

タである時間(t)の間隔を短くすることの意

味を，時間をかけて手計算で考えさせたこと

が，思考力を育てる上で功を奏した。学習活



動や，その結果について文書を記述すること

は，生徒が自分の学習状態を把握し，振り返

ることもできるため，自己評価的な視点でも

意義があったと考える。

本研究では，評価するなかで，自己評価や

相互評価の在り方も検討したいと考えてい

た。しかし，本単元の学習内容は密度が高く，

ここでの利用は難しかった。相互評価は，お

互いに他者からの評価結果を受け止めて，自

分自身で再検討することが必要である。すな

わち，自己解決型の学習形態がとれる内容項

目であれば，相互評価が効果的に機能すると

考える。今回は，パラメータである時間(t)

を変化させた結果を，数多く計算で考えさせ

たため，文章を記述する活動が最善の手段で

あったと考えた。

また，記述された文章を評価することは難

しいが，生徒がどのように学習してきたか，

どのような方法で結果にたどり着いたかなど

が，重要な評価要素となってくる。そこで，

合理的な評価方法として，記述された文章に

含まれるキーワードを中心に判断した。例え

ば，時間(t)の間隔を短くすればより実際の

現象に近づくが，その場合，記述のなかに「実

際」というキーワードが含まれていれば，ほ

とんど長所については正しく理解していると

判断した。

④ 今後の課題と展望

生徒の学習記録に書かれた文章から重要と

なるキーワードを抜き出して評価する方法

は，有効であると考える。しかし，曖昧な部

分も多く，まだ考慮すべき問題も多くあり，

今後も自らを啓発していきたい。

また，Web利用，特にその利便性を考慮し

て利用した。個人情報やセキュリティ面を考

慮し，校内サーバでの運用や，メディア教育

開発センターが開発したＲＥＡＳの利用も考

えられる。

(3) 具体例３「確率的な現象」

① 単元（題材）の目標

不確定な要素によって変化する確率的モデ

ルとして，乱数を用いるシミュレーションと

して有名なモンテカルロ法を題材として選

び，この概念を理解するとともに，円周率の

値を求めることができる。

② 学習活動と評価の観点・評価規準及び評価

方法

(ｱ) 学習活動

モンテカルロ法の概念を理解し，円周率

の計算について考えさせた。具体的には，

右図のような図

形を印刷したワ

ークシートを準

備し，十面体の

サイコロを使っ

て手作業による

シミュレーションを行い，その結果をもと

に円周率の値を求めた。

生徒は，円周率の計算の歴史については

あまり知らない。そこで，歴史的な内容の

理解からはじめ，円周率の一つの求め方と

して，モンテカルロ法を用いたシミュレー

ションを使った。コンピュータを用いたシ

ミュレーションと比較して，手作業による

シミュレーションを行う活動は，原理的な

理解にとって重要だと考えた。

(ｲ) 評価

この単元では，特に「技能・表現」の観

点から，「手作業によるシミュレーション

を行った結果から円周率の値を求めること

ができる」を評価規準とした。「時間内に

モンテカルロ法の概念を理解し，シミュレ

ーションを行った結果から正しく円周率の

値を求め，考察している」をＡ，「手順に

従い，ミュレーションを行った結果から正

しく円周率の値を求めている」をＢ，「円

周率の値まで求めることができなかった」



をＣとした。結果はＡ84％，Ｂ16％，Ｃ０

％であった。評価方法は作業用プリントの

取組状況を，机間巡視や作業内容から把握

した。

また，最初に「不思議だな」と思わせる

導入はインパクトがあり，この後に行う予

定のコンピュータを用いたシミュレーショ

ンにより円周率の値を求める場面において

も，意欲的に取り組むことができ，「知識

・理解」の定着が図られるのではないかと

考えた。実際に，「モンテカルロ法の概念

を理解している」という評価規準の，定期

試験における「知識・理解」の観点の評価

は，Ａ62％，Ｂ29％，Ｃ９％という結果で

あった。

③ 考察及び指導の改善

本単元では，手作業により円周率の値を求

めるというシミュレーションを行うため，一

人50個のデータをもとに円周率を求めさせ

た。作業結果のなかには，想定する円周率と

の誤差が大きい生徒もいたことから，クラス

40人全体のデータを集めて2000個のデータで

計算したときの円周率の値と比較させ，デー

タを増やしていくと実際の値に近づくことを

示した。正確な円周率の値に近づけるために

は，ランダムな点の取り方を細かくして，数

多くの試行をもとに計算することが必要であ

る。そのことを実感できれば，コンピュータ

を使うことの優位性を考えるきっかけにな

る。

④ 今後の課題と展望

コンピュータを用いたシミュレーションを

行う活動と比較して，手作業によるシミュレ

ーションを行う活動は，生徒の理解にとって

重要であることから，今後の授業実践のなか

で，コンピュータと手作業をどのように組み

合わせて取り入れていくかが課題となる。授

業時間内で，手作業とコンピュータを使った

シミュレーションを同時に行うことは難しい

が，コンピュータの利便性を理解させる点で

は優れていると考える。

(4) まとめ

評価規準は「何を学んだか」，「何ができる

ようなったか」など，設定された授業の目的

に沿って適切に作成されなければならない。

つまり，授業を通して身に付けさせたい学力

を具体的に設定し，その学力が確実に身に付

けられる的確な題材を選ぶ必要がある。そし

て，実際の授業実践のなかで，正しく学力を

把握できたかなどの評価をしながら改善して

いくというＰＤＣＡサイクルを再認識するよ

い機会となった。また，生徒に文章を記述さ

せる活動を通して行う，「思考・判断」，「技

能・表現」の評価は，通常の定期試験では測

ることが難しい「学力」を把握する手段とし

て研究し続けていきたい。

３ 成果の普及と今後の展望

本研究の評価方法の一つとして考えていた

自己評価や相互評価は，文章を記述させる活

動とともに重要な評価の手段になると思われ

る。今後，単元の違いによる評価活動の選択

も大切であることから，生徒の学力を正しく

把握する適切な教材や評価の観点を見据えな

がら，科目全体で考えていきたい。

行動観察については，様々な方法を模索し

たが，その労力と効果についてはさらに研究

を進める必要があり，様々な意見を聞きなが

ら情報を集めて，より実践を深めていきたい。

教科「情報」は，題材を選ぶ研究を進めて

いくのに十分な教科である。目的にあった題

材を選ぶとともに，身に付けさせたい学力を

明確にしたい。

今後，三重県高等学校情報教育研究会など

で発表を行うなど，研究成果を共有していき

たい。



平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名 兵庫県立尼崎稲園高等学校
ふ り が な ひょうごけんりつあまがさきいなぞのこうとうがっこう

校 長 名：上野 晃司

所 在 地：兵庫県尼崎市猪名寺３丁目１－１

電話番号：06-6422-0271

(1)学習指導要領に定める目標等の実現状況

の把握に関する研究

研究対象教科等 情報（情報Ｂ）

≪研究主題≫

「情報Ｂ」の内容のうち，「コンピュータ

の仕組みと働き」に関わる目標の実現状況

を把握し，評価規準の作成及び評価方法の

工夫改善を図る

【研究の要点】

全日制普通科単位制である本校の特色を生

かし，１年次において「情報Ｂ」と「情報Ｃ」

の選択を行わせている。その「情報Ｂ」にお

いて目標の実現状況を把握し，評価規準の作

成及び評価方法の工夫を図るという研究を３

年間行った。本研究の流れは，１年目に観点

別の評価規準及び評価方法等の検討した。２

年目に観点別の評価規準及び評価方法に基づ

き単元及び授業を工夫し評価した。３年目に

前年評価した結果を基にして適切な評価規準

及び評価方法を再検討した。評価方法は，授

業プリントを主とした。授業プリントの利点

は，「①教師と生徒の学習課程の共有，②授業

内容や問題演習などの繰り返し学習，③考察

することにより知識の定着」である。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校は，昭和53年兵庫県尼崎市に全日制普

通科として開校し，平成６年度に全国初とな

る全日制普通科の単位制による課程を併置し

た。さらに，平成20年度より学年制の募集を

停止し，今年度から全日制普通科の単位制に

よる課程のみの学校となった。

開校後，まだ33年目の歴史の浅い学校であ

るが，校訓「克己自立 敬愛共同 日新創造」

のもと， 生徒一人一人が進路希望・個性・

能力などに応じた学習計画を立て，３年間で

卒業に必要な単位を修得するといった単位制

の特性を生かし，地域の進学校として期待の

大きい学校である。また，部活動においても

多くの生徒が参加し，優秀な成績を数多くお

さめている。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

課程 学科 １年次 ２年次 ３年次 ４年次 計

学 生 学 生 学 生 学 生 学 生

全日制 普通科 級 徒 級 徒 級 徒 級 徒 級 徒

数 数 数 数 数 数 数 数 数 数

6 223 6 217 6 221 1 1 19 662

計 6 223 6 217 6 221 1 1 19 662

教員数 58名（ ２名）

※科目の開設状況：情報Ｂ・情報Ｃを１年次に選択必履修

Ⅱ 研究の内容及び成果等

１ 研究主題について

(1) 研究主題

「情報Ｂ」の内容のうち，「コンピュータ

の仕組みと働き」に関わる目標の実現状況

を把握し，評価規準の作成及び評価方法の

工夫改善を図る

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

「情報Ｂ」の内容のうち「コンピュータの

仕組みと働き」は，日頃コンピュータを使い

慣れた生徒にとっても，未知の部分を多く含

む内容ということもあり，授業において理解

することが難しい内容である。しかし，科目

の目標である「コンピュータにおける情報の



表し方や処理の仕組み，情報社会を支える情

報技術の役割や影響を理解させ，問題解決に

おいてコンピュータを効果的に活用するため

の科学的な考え方や方法を習得させる。」を

実現させるためには，「コンピュータの仕組

みと働き」の内容は確実に身に付けさせなけ

ればならない重要な部分である。コンピュー

タに関わる様々な技術が急速に発達していく

中で，生徒に確実に身に付けさせなければな

らない基礎的・基本的な知識や技術を明確化

し，それを習得させるための指導を確かなも

のにするためには，授業によって生徒がどれ

だけ授業内容を理解できているかを把握する

ことが重要である。そのためには，適切な評

価規準の作成と評価方法の適用が不可欠とな

る。

○［調査研究の対象］

分野（領域）及び内容項目

学習指導要領の内容

（2）コンピュータの仕組みと働き

ア コンピュータにおける情報の表し方

イ コンピュータにおける情報の処理

ウ 情報の表し方と処理手順の工夫の必要性

具体の単元（題材）及び評価の観点

学習指導要領の内容（２）ア

【関心・意欲・態度】

①アナログ表示とディジタル表示の特徴を比較

させ，その特徴に対して関心を持っている。

②情報量（ビット）と２進数との関係に対して

関心を持っている。

③符号部の意味を考えようとしている。

④連続的なアナログ情報のディジタル化に対し

て関心を持っている。

【思考・判断】

①ディジタル化の特徴を分かりやすいようにま

とめることができる。

②コンピュータソフトを使って，音がアナログ

波形であることについて考えることができた。

③情報量や画像の変化を確認してまとめること

ができる。

【技能・表現】

①２進数と10進数の簡単な変換が計算できる。

②文字コード表を読み取ることができる。

③自分の名前（ローマ字）を文字コードの16進

数で表すことができる。

④標本化や量子化の違いによる画像の表現を変

えることができる。

⑤画像と動画のデータ量を計算することができ

る。

【知識・理解】

①情報量の表現方法を理解している。

②10進数と２進数の基数変換の手順を理解して

いる。

③16進数と２進数の基数変換の手順を理解して

いる。

④補数を使って，10進数・２進数の引き算の手

順を理解している。

⑤光の３原色と色の３原色の違いを理解してい

る。

学習指導要領の内容（２）イ

【関心・意欲・態度】

①試行錯誤しながらフローチャートを作成する

意欲を持っている。

②二分探索の効率の良さと仕組みに対して関心

を持っている。

【思考・判断】

①コンピュータの構成について学び，それらの

装置が関連しあっていることを判断できる。

②簡単な数値計算のアルゴリズムを考えること

ができる。

③二分探索のアルゴリズムの処理手順がイメー

ジできる。

【技能・表現】

①論理演算の解法手順を表現している。

②アルゴリズムの基本的な構造で表現されたフ

ローチャートを作成できる。

【知識・理解】



①論理回路やその動作原理を通じて，コンピュ

ータの機能が理解している。

②アルゴリズムやフローチャートの記号の意味

が理解している。

③逐次探索と二分探索の特徴を理解している。

学習指導要領の内容（２）ウ

【関心・意欲・態度】

①逐次探索と二分探索の比較回数が異なるのか

を考える意欲を持っている。

【思考・判断】

①問題解決においてコンピュータ利用における

処理の工夫について考えることができる。

【技能・表現】

①表計算ソフトを利用し処理できる。

【知識・理解】

①コンピュータでのデータ処理の工夫について

理解している。

１年目は，「情報Ｂ」の内容のうち，「コン

ピュータの仕組みと働き」にかかわる評価規

準及び評価方法の作成を行った。評価規準を

作成するに当たっては，コンピュータの機能

や仕組みの理解だけにとどまらず，コンピュ

ータを効果的に活用するための考え方や方法

を習得させ，「情報の科学的な理解」を深め

るとともに「情報活用の実践力」を高めるよ

う留意した。また，コンピュータ等で使われ

ている情報技術が社会の様々な分野で応用さ

れていることを理解させ，情報社会を支える

技術の在り方について考えさせることを通し

て，「情報社会に参画する態度」を育てると

いう観点を重視した。

２年目は，１年目に作成した評価方法にお

いて授業を実施し，観点別の評価規準に基づ

いて評価した結果を分析した。

３年目は，２年目にまとめた評価結果を基

にして評価規準及び評価方法を再検討する。

その際，評価Ｃ（努力を要すると判断される）

の指導の手だてや評価Ｃと出されないための

授業の工夫・改善を行い生徒の評価が向上す

るようにした。また，観点別の評価「関心・

意欲・態度」の評価を生徒の自己評価を取り

入れるように評価の効率化を図った。

授業の進め方は，授業の始めに本時のねら

いと評価規準を提示し，授業のまとめとして

生徒による自己評価シートや確認テストを行

い，その授業の指導内容がどの程度理解でき

ているかを生徒本人と教師と双方で明確化す

る。また，本校では教室での授業（座学）１

時間・コンピュータ室での授業（実習）１時

間という形態で授業を行っており，座学で学

習した内容を体験的な実習を通して定着化さ

せるといった連携のある授業内容に改善する

ことによって，生徒の理解に繋げていく。そ

の際，生徒による授業評価を指導の改善に活

かすように工夫する。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

２年目の評価結果を基に，評価Ｃと評価し

た生徒の割合が10％以上の項目に注目して，

３年目に評価規準と評価方法の工夫・改善を

行い，次のような結果となった。

「ビットと情報量」

＜関心・意欲・態度＞

情報量（ビット）と２進数との関係に対して関

心を持っている。

（工夫・改善内容）

情報量というものの概念を説明し，情報をコン

ピュータなどに記録したり，ディジタルに変換し

た際に情報量が生まれることを意識させる授業展

開を行った。

「２進数と10進数」

＜知識・理解＞



10進数と２進数の基数変換の手順を理解してい

る。16進数と２進数の基数変換の手順を理解して

いる。

（工夫・改善内容）

授業プリントに多く演習問題を取り入れた。10

進数から16進数への基数変換への探求も作り，生

徒の理解度を見た。

「音の表現」

＜関心・意欲・態度＞

連続的なアナログ情報のディジタル化に対して

関心を持っている。

（工夫・改善内容）

音をデジタル化する流れを説明する前に，自分

の声と録音した自分の声とを聞き比べることによ

り，ディジタル化への関心を持たせるよう工夫を

行った。

「画像の表現」

＜技能・表現＞

標本化や量子化の違いによる画像の表現を変え

ることができる。

（工夫・改善内容）

実習内容を，標本化や量子化が見て分かりやす

い教材に変更した。そして，その変化と情報量を

考察させることにより，圧縮に対しても意識させ

るようにした。

「図形と動画の表現」

＜思考・判断＞

情報量や画像の変化を確認してまとめることが

できる。

（工夫・改善内容）

画像形式を変化させて，その様子と情報量を考

察させた。その後，その利用した画像形式につい

て調べ学習を行い，更に考察させた。

３ 成果の普及と今後の展望

３年間の研究を通して，観点別の評価規準

において，設計・実施・評価・改善のサイク

ルを短いスパンで回していくことにより，生

徒の実態に合わせた授業展開と生徒の評価を

行えると考える。また，学習課程の方向づけ

をしたり学習意欲を高めたりする指導を含め

た評価活動が重要である。そして評価規準は，

具体的で生徒に分かりやすいものにする必要

があると感じた。

本研究において，評価の軸となった授業プ

リントによる評価規準の提示と生徒による自

己評価を活用した授業展開の方法を多くの学

校で活用してもらえるよう，県主催の研究会

や情報関係の学会等での発表を考えている。



平成22年度研究成果報告書《学力の把握》

学校名 福岡県立宗像高等学校
ふ り が な ふくおかけんりつむなかたこうとうがっこう

校 長 名： 柴田 晴夫

所 在 地： 福岡県宗像市東郷６丁目７番１号
むなかた

電話番号： 0940-36-2019

（1）学習指導要領に定める目標等の実現状況

の把握に関する研究

研究対象教科等 情報（普通）

《研究主題》

情報機器の発達と生活の変化に関する指導

と評価について

【研究の要点】

情報機器の発達と生活の変化の領域におい

て，生徒による自己評価，相互評価，小テスト

による評価を活用した評価の具体例の開発を行

った。また，情報機器や情報通信ネットワーク

を活用し，迅速かつ効率的に評価を行うととも

に，収集したデータから，評価の信頼性を検証

する方法についても研究を行った。研究の結果，

相互評価は，生徒が評価方法に熟練することで

十分な信頼性が確保されること，小テストの評

価を活用することで，生徒自らが学習の到達度

を確認しながら主体的に学習に取り組み，学力

向上に大きな効果があることが実証された。課

題として，関心・意欲の自己評価については，

評価の検証を行うことが難しく，更なる研究が

必要であることがわかった。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校は，福岡県の北部，玄海灘に面し，大自

然に恵まれ，古来より神話の舞台として日本書

紀にもその名を記された宗像大社の建つ宗像市
むなかた むなかた

中心部に位置する。創立９０年余の歴史と伝統

を誇り，幾多の有為な人材が社会の各界で活躍

している。

本校の生徒たちは，「質実剛健，自彊不息」
しつじつごうけん じきょうやまず

の校訓のもと，自主自律の精神を培い，文武両

道の校風の中で切磋琢磨し，誇りある青春を過
せ っ さ た く ま

ごしている。生徒のほとんどは進学希望であり，

平成２２年４月時点の実績では，国公立大学に

１８１名が現役合格している。また，部活動の

実績においても，毎年多くの部活動が九州大会，

全国大会へ出場している。

２ 学校の概要（平成22年5月1日現在）

課程 学科 １年 ２年 ３年 計
学 生 学 生 学 生 学 生
級 徒 級 徒 級 徒 級 徒
数 数 数 数 数 数 数 数

全日制 普通科 8 323 8 319 8 316 24 958

計 8 323 8 319 8 316 24 958

教員数 ５３名（１名）

本校では「情報Ａ」を第１学年で２単位履修している。

Ⅱ 研究の内容及び成果等

１ 研究主題について

(1) 研究主題

情報機器の発達と生活の変化に関する指導

と評価について

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

情報機器や情報通信ネットワークの発達に

よって，産業構造や私たちの生活スタイル等，

社会は急速に変化してきた。

近年，有害情報の氾濫や情報モラルの問題，

ネットワーク犯罪やセキュリティ問題など，

情報にかかわる課題が新たな社会問題として

取り上げられ，情報社会に負の印象を持つ人

もいる。しかしながら，情報社会の進展は世

界のフラット化による流通･経済の革命や，

ネットワークを利用したコミュニティの形成

と新たな文化の創造等，あらゆる分野で人々

に大きな恩恵をもたらしている。情報機器や

情報通信ネットワーク等の技術は，今後ます



ます重要性を増し，社会基盤として欠くこと

のできないものになると思われる。

このことから，未来の情報社会を担う生徒

たちは，情報化の影の部分の実態を知り，そ

れに対応する能力を身に付けることはもちろ

ん，光の部分に対しても，情報社会の進展が

人類にどのような恩恵をもたらしてきたかを

理解し，未来をより良い社会にするためには

何をすべきかを考え，自ら進んで社会の発展

に寄与しようとする態度を身に付けなければ

ならない。

これらを踏まえ，情報社会において生徒に

求められる学力を確実に身に付けさせるため

に，情報社会の未来に関する学習の成果を測

る評価規準と評価方法の具体例の開発につい

ての研究を行った。

○［調査研究の対象］

図１ 領域(4)の構造

第１学年 情報Ａ
分野（領域） 内容項目 具体の単元（題材） 評価の観点
(4)情報 ア コンピュータ [関心・意欲・態度]
機器 の 情報機器 の仕組み 情報社会の発達の
発達 と の発達と 歴史に関心を有し，
生活 の その仕組 ネットワーク 先人の知恵に学び，
変化 み の仕組み 自ら未来に貢献し

ようとする。
技術革新と情 [思考・判断]
報機器の発達 情報機器の発達が

社会に及ぼす影響
について，光と影

イ 情報機器の発 の両面から考える
情報化の 達と社会の変 ことができる。
進展が生 化 [技能・表現]
活に及ぼ 情報機器の基本的
す影響 情報技術の可 技術を身につけ，

能性 表現手段として活
用できる。

ウ 情報社会の未 [知識・理解]
情報社会 来 情報機器の仕組み
への参加 や発達における過
と情報技 私たちが作る 去の工夫や将来の
術の活用 情報社会 方向性について理

解できている。

本研究では，調査研究の対象とする領域を

「(４)情報機器の発達と生活の変化」とし，

各単元の目標を設定するために，内容の構造

化を試みた。その結果，図１の通り，本校で

はこの領域を６部門７単元で構成し，指導を

行うことにした。また，これを基に，観点別

の具体の評価規準を表１のとおり設定した。

今回の研究では，これらの全単元を対象に

研究を行ったが，ここでは評価の４観点それ

ぞれを重点に置く，コンピュータの仕組み，

情報技術の可能性，私たちが作る情報社会の

３つの単元を取り上げる。

単 元 評価の観点
ア コンピュ 関 情報機器の基本的な構成に対して関心

ータの仕 ① を持っている。
組み 思 情報機器に必要な装置と働きについて

① 考えることができる。
知 情報機器の基本的な構成について，具
① 体的な名称や働きを理解している。

ネットワ 関 ネットワークの基本的な構成に対して
ークの仕 ② 関心を持っている。
組み 思 ネットワークセキュリティ上の問題点

② について考えることができる。
知 ネットワークの基本的な構成について，
② 機器の名称や仕組みを理解している。

技術革新 思 情報機器の発達の方向性について考え
と情報機 ③ ることができる。
器の発達 技 現在の情報機器について調べ，特徴を

① 説明することができる。
知 情報機器の発達においてポイントとな
③ った機器類について，名前をあげるこ

とができる。
イ 情報機器 関 情報技術の進歩が，社会にどのような

の発達と ① 変化をもたらしたかに関心を持ってい
社会の変 る。
化 思 情報技術の進歩が社会にどのような変

① 化をもたらすか，光と影の両面で考え
ることができる。

技 情報技術の進歩が社会にどのような変
① 化をもたらしたか，情報通信ネットワ

ークを利用して情報収集できる。
知 情報技術が社会に及ぼす影響を理解し
① ている。

情報技術 関 情報技術に対して関心を持っている。
の可能性 ②

思 情報技術が社会にどのように貢献でき
② るか考えることができる。
技 情報通信ネットワークを活用して情報
② 交換ができる。

ウ 情報社会 関 将来の情報技術と社会との関わりを学
の未来 ① ぶ意欲を持っている。

思 学習した内容をもとに，将来の情報社
① 会の姿に自分なりの考えをもつことが

できる。
技 自分なりの考えをもとにグループ討議
① を行い，提言をまとめることができる。

私たちが 関 学習した内容をもとに，将来の社会を
作る情報 ② よくするために貢献しようとする態度
社会 が身についている。

思 情報技術の進歩と社会の変化について，
② 学習した内容をもとに論理的に考える

ことができる。
技 情報機器等を適切に活用し，自分なり
② の考えを，わかりやすく伝えることが

できる。
知 発表する上で取り扱った情報技術の内
① 容を理解している。

関：関心・意欲・態度 思：思考・判断
技：技能・表現 知：知識・理解

表１ 各単元の具体の評価規準



２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

評価を指導改善に役立てるには，より詳細

で迅速な評価が必要である。これらを実現す

るために，情報機器や情報通信ネットワーク

等の情報技術を活用した評価システムの開発

を行った。開発には，主にデータベースソフ

ト（Microsoft社 Access2003）を使用した。

(1) 情報技術の可能性

関心・意欲・態度に重点を置く単元で，先

進的情報技術を体験する学習を行っている。

ア 評価の具体例

授業の前半では，携帯電話からメールによ

ってパソコン講義室の電化製品のスイッチを

ＯＮ／ＯＦＦする遠隔制御やパソコン講義室

に置いた物を誰かが移動させたことをメール

で携帯電話に知らせるホームセキュリティの

実演をし，これ

らの機能が携帯

電話とネットワ

ークがあれば簡

単に実現できる

ことを実感させた。

授業の後半では，家庭でも使えるビデオ通

話システム（Ｓｋｙｐｅ）を用いて，本校か

ら約２５ｋｍ離

れた福岡県教育

センターにいる

指導主事から説

明を受けたり，

指導主事に質問

をする遠隔授業を行った。

関心・意欲・態度の評価において，それぞ

れを「心惹かれること」・「進んで何かをしよ

うと思うこと」・「感じたり思ったりしたこと

が行動に現れること」と捉えると，行動に現

れない関心・意欲を他者が評価することは難

しい。そこで，この観点の評価には自己評価

を採用することにした。授業後のアンケート

において，アンケート項目として「面白いと

図２ 遠隔操作

図３ 遠隔授業

感じたか。（関心）」，「また実施したほうが良

いと思うか。（意欲）」，「積極的に取り組んだ

か。（態度）」を設定し，５段階評価として数

値化した。また，生徒の行動を授業中の観察

によって読み取り，両者を比較することによ

って，学力を把握できているかの検証を行う

ことにした。

イ 考察及び指導の改善

授業後のアンケートから得られた生徒の自

己評価の結果を図４に示す。

問１，問４の結果から，「すごくそう思う」，

「まあまあそう思う」に相当するＡ評価はと

もに96％であり，教材の工夫によって，生徒

の関心・意欲が高まったことが分かる。この

結果は，授業中の観察結果ともよく一致する。

一方，問２の結果から，態度に関する自己評

価はＡ評価が73％とやや低く，観察結果とは

異なる結果となった。関心・意欲の高まりに

も関わらず，態度に関する自己評価が低い理

由として，生徒の感想欄に「自分で操作した

かった」等の意見があることから，一人ひと

りに操作や発言の機会が十分に与えられず，

生徒の関心・意欲を態度に反映できなかった

と考えられる。大人数の授業でも個々の学習

機会を確保し，態度に反映させるための更な

る工夫が必要であることがわかった。

今回は，生徒の自己評価と教師の観察評価

を比較したが，観察評価は行動に対する評価

であり，特に生徒の内的な変化である関心・

意欲を，客観的・定量的に評価することは困

難である。このことは生徒の自己評価の妥当

性の検証に課題を残すこととなった。

図４ 遠隔授業後の生徒の評価



(2)私たちが作る情報社会

思考・判断及び技能・表現に重点を置く単

元で，生徒たちは５人一班で情報社会の未来

を予測し，私たちは社会にどうかかわるべき

かというプレゼンテーションを行った。

ア 評価の具体例

評価は，プレゼンテーションの内容による

実演評価で，教員による評価のほか，生徒の

相互評価も行っている。評価の観点は①発想

（参画する態度）②内容（内容の理解）③構

成（論理的思考）④表現（伝える技術）とし，

それぞれ４つの観点に対応させている。

プレゼンテーションの短時間の間に生徒が

評価を行う場合，観点が多すぎるとすべての

観点で評価をするのが困難になるため，本校

の場合，観点は４つ以内が適当と思われる。

準備段階として，前の単元である「情報社

会の未来」において，生徒が各自で未来社会

を予測した後，班内でブレーンストーミング

を行い，発表するテーマや内容を決定してい

る。また，プランニングシートを作成し，班

内における個人の役割や貢献度を記録させ，

個別の評価の基礎データとしている。

また，発表中は教員も生徒も評価に集中す

るため，発表時

間の管理はExcel

のVBAを用いて，

自動でベルを鳴

らす等の工夫を

している。 図６ 評価の様子

図５ プレゼンテーション

相互評価は，大勢の友人から評価やアドバ

イスを受けることができ，生徒の意欲向上や

作品の質的向上に大きな効果がある。一方，

発表後の早い時期に評価を受けることがより

効果的であるため，受けた評価をいかに早く

本人に返すかが課題となる。そこで，生徒が

オンラインで相互評価を入力後，すぐ結果を

閲覧できるシステムを作成した。

生徒は，自分の出席番号・パスワードを入

力して評価入力画面を開き，評価を入力する。

生徒からの

アドバイスは

匿名で相手の

生徒の画面に

表示されるた

め厳しい指摘

も見られるが，

教師用画面で

生徒の全アド

バイスを実名

つきで閲覧で

きることを知

らせているた

め，不適切な

記入はみられ

ない。さらに，教師用画面では生徒の評価を

統計処理し，傾向を表示することができる。

イ 考察及び指導の改善

相互評価でプレゼンテーション等の技能・

表現を評価する場合は，統一した評価規準を

定めていても，評価する生徒の主観による影

響が大きく，生徒の，評価者としての習熟度

が課題になる。そのため，相互評価を成績に

反映させるには，生徒が下した評価の妥当性

を確認することが重要である。

本校では年４回の相互評価を行っており，

４回目となるプレゼンテーションの評価を相

互評価集計システムを活用して収集し，生徒

と教師の評価の平均点調整を行った後，差を

図７ 相互評価の入力

図８ 相互評価の閲覧



とったものが図９のグラフである。

教師の評価との差が±２点（20点満点）の

幅にほとんど（93.3%）の生徒が含まれてい

る。このことから，相互評価に習熟した生徒

の評価は，教師の評価との差が小さく，十分

な信頼性をもつことがわかった。また，相互

評価によって生徒の学習意欲が向上すること

も合わせ，相互評価は評価方法として非常に

有用であるということができる。

(3) コンピュータの仕組み

知識・理解に重点を置く単元で，講義形式

で，コンピュータの各装置や周辺機器の働き

に関する学習を行っている。

ア 評価の具体例

この単元は，基本的な用語の意味や関係性

を理解させることを目的としている。後に続

く単元で内容を深化・発展させるためには，

学習によって用語等を正確に理解・定着させ

ることが求められる。そのため，知識・理解

の評価については，学習直後だけではなく，

一定の時間が経過した後にも評価を行ってい

る。当初，この単元の評価結果は期待した値

よりもかなり低かった。

そこで，オンラインで小テストを行うシス

テムを作成し，授業の最後に10分間の小テス

トを実施することにより，生徒一人一人が，

習熟度に合わせて反復学習を行う授業を行っ

た。紙ベースでの小テストに慣れていた生徒

たちは，オンラインでの小テストに興味を持

ち，意欲的に取り組んでいた。

図９ 生徒-教師の評価差

生徒は，自分の出席番号・パスワードを入

力して解答入力画面を開き，解答を入力する。

解答形式は，短時間に解答できるように選択

肢方式とし，最大10択まで可能とした。不正

解の場合は正解と解説が表示され，その都度

確認ができる。また，問題は繰り返し何度も

出題されるので，生徒は，解答を続けること

で正解率を高めていくことができる。

解答後は結果表示画面を開き，各問ごとの

正解率や総合正解率の変化を確認することが

できる。正解率の変化を示すことで，生徒の

学習意欲を刺激し，不得意問題を確認させる

ことで弱点を克服させる工夫をしている。ま

た，これらの情報は，教師用の結果表示画面

からも確認できる。

図11 生徒の解答入力画面

図12 生徒の結果表示画面

図10 オンライン小テストの様子



このような解答方式の小テストシステム

は，思考・判断を問う問題が作成しにくい等

の欠点はあるが，基本的な知識として身に付

けさせたい内容を，確実に定着させるための

学習には適している。

イ 考察及び指導の改善

知識･理解に関する学習効果は，時間経過

に伴って減衰する。そのため，学習によって

身に付けた学力だけでなく，最終的に定着し

た量を測定することも重要である。他の教科

でも，学習した内容の定着率を測るために定

期的に演習や小テスト等を実施しているが，

実施や評価に膨大な時間と労力を要するた

め，実施回数には限界がある。今回開発した

システムによって，小テストを短時間に何度

も繰り返し実施できるようになり，生徒や教

師が即時にその結果を確認して，学習や指導

に役立てる形成的な評価が容易になった。

学習直後と２週間後に小テストシステムを

活用した反復学習を行い，生徒の知識・理解

がどのように変化したかを，図14のグラフで

示す。反復学習により，学習内容の定着率が

高まったことが分かる。

図14 正解率の推移

図13 教師の結果表示画面

さらに，小テストシステムを活用したこと

で用語表記を統一する効果が得られた。この

単元で扱う専門用語は，日常的には曖昧な使
あいまい

い方をされるものが多く，そのため，記述式

の試験では，生徒がイメージしたものが正解

であっても，記述した用語が厳密でないため

に得点にならないことがある。このシステム

によって，このような間違いがほとんど見ら

れなくなり，結果として，生徒の学力を正し

く得点に反映できるようになった。

最終的に，授業から３週間後の総括的評価

を比較したものが図15である。前年に比べて，

評価が大幅に改善した。

３ 成果の普及と今後の展望

３年間の研究によって，「情報Ａ」に関する

一貫した教育カリキュラムを作成するととも

に，単元構成の分析から評価規準の設定，評

価方法の開発，有効性の検証まで，評価の一

連の流れを示すことができた。特に，ネット

ワークやデータベース等の情報技術を活用し

た評価の方法や評価結果の検証方法，それら

を用いた指導改善の方法について，その具体

例と効果を示すことができた。

課題としては，評価の観点のうち，関心・

意欲に関しては，これらが生徒の内的な変化

であり，評価結果の数値化と信頼性の検証に

は更なる研究が必要であることがわかった。

今回の研究で明らかになった成果と課題を，

今後，研究成果を様々な研修会で発表すると

ともに，本校のＷｅｂサイト等を活用して報

告書等を広く公開していきたい。また，次期

学習指導要領の共通教科情報科や，他の各教

科科目にも役立てていきたい。

図15 最終評価の比較
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