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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 商業（ビジネス情報）

≪研究主題≫

科目「ビジネス情報」の内容「表計算ソフ

トウェアの活用」における目標の実現状況

を調査し，目標に準拠した評価の在り方に

ついて研究し，指導方法の改善を図る。

【研究の要点】

１「ア データの分析」に関する研究の要点

グループ別の集計，統計資料の分析，制約条件下におい

て最適解を算出するシミュレーションなど，表計算ソフト

ウェアの分析ツールを利用して，ビジネス情報を分析する

技法を習得させる授業では，次の２つの観点と手法で行っ

た。

(1)実習課題の印刷結果で「知識・理解」を把握

定期考査による評価を中心としてきた従来の偏りを解消

するために，実習課題の結果を出力する際の印刷用紙を工

夫した。

授業で学んだ分析技法の理解度を深めるための実習で，

実習結果を印刷する際，生徒全員が同じ題材を用いて印刷

していれば，技能の到達度は確認できる。本研究ではこの

印刷用紙をさら工夫し，印刷後の用紙に「今回の処理のポ

イント」や，「結果の分析」，「活用方法」などを記入させる

枠を設け，記述させた。

授業の終わりに実習結果を印刷することを目標として取

り組ませるだけでなく，本時の内容を，しっかりと理解し

ているのか，知識として今後も生かすことができるのかを

把握することができたと考えている。

(2)問題選択で「関心・意欲・態度」を把握

生徒の内面的な部分を可視化するため，研究１年目は行

動観察，２年目は評定尺度法を用いて研究を進めてきた。

最終年度は，授業のまとめとして実施するポスト問題を難

易度別に２種類用意し，生徒に選択をさせた。従来の行動

観察よりも生徒の関心・意欲を可視化することができたと

考えている。

２「イ 手続の自動化」に関する研究の要点

一連の操作や処理を行う手続を，マクロ命令を使い自動

化したり，一連の手続を集合させメニューを作成するなど，

表計算ソフトウェアを効果的に活用する技法を習得させる

授業では，次の２つの観点と手法で行った。

(1)利用者の目線で「関心・意欲・態度」を把握

自動化処理を行うにあたり，最初に意識付けを行ったの

は，「利用する人の立場に立った開発を行う」ということで

ある。自動化する内容を利用者の目線で考えていくという

部分に着目し，その内容を「関心・意欲・態度」で評価す

ることを試みた。内面の可視化を行うに当たり，「サードア

イ」というワークシートを用意し，利用者に対する配慮を

記述させ，妥当と思われる内容を判断し評価した。

その後の授業で行った「システム開発」では，完成した

システムの主要な部分に利用者に対する操作方法のコメン

トや，メッセージボックスなどが表示され，クラス全体に

「利用者の目線」が養われたと考える。

(2)スパイラル学習で「思考・判断」を把握

本単元の内容は，基礎的なセル移動の自動化から，フォ

ームによる入力作業まで学習内容が段階的に行われていく。

しかし，教科書の項立てはそれぞれ個別の技法の内容で編

成されている。そこで，前回までの学習内容を加えた実習

を行うように指示をした。例えば，教科書第３項の例題や

練習問題を行う時に，第１項や第２項で学習した技法の要

素を加えるという内容である。様々な方法があり，評価の

ための判断基準も話し合いを重ねたが，思考・判断の把握

を行うことができる評価方法であると思われる。

上記の(1)(2)については，「これが正解」という実習の出

力例が教科書に示されておらず，生徒は結果を確認するこ

とができない。そのため，Ａ評価となったワークシート「サ

ードアイ」や，改良されたファイルなどを，画面転送など

でクラス全体に示し，次回の学習意欲向上につなげるよう

に配慮した。



Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校は新潟県北に位置し，今年度で創立93

年を迎える商業高校である。

現在は，１学年商業科４クラス，情報処理

科１クラスの全校606名が在籍している。商

業科は企業の経理や一般事務における簿記の

知識を中心に学び，会計活用能力の向上を目

指している。情報処理科はコンピュータ機器

を使ってビジネスにかかわる様々な情報を処

理・加工・活用する技術を習得し，システム

の設計・構築に関する知識を学ぶことを目的

としている。

進学者が多く，その対応に力を入れており，

大学・短大等への進学率は約40％である。就

職者は約20％，他は専門学校である。

また，部活動も盛んで，バレーボール，バ

ドミントン，陸上競技等の運動部やワープロ，

珠算，コンピュータ，簿記等の商業系文化部

は全国大会の常連として出場している。

最近では，「地産地消」を取り入れたコン

ビニエンスストアと連携した商品開発を行

い，新発田市特産のアスパラガスを使った商

品（おにぎり・パスタ・ピラフ）の販売や，

地元企業との連携でアスパラガスを使用した

パンの開発も行っている。その一連の取組は，

今年度の新潟県商業クラブ研究発表大会で最

優秀賞を獲得し，全国商業クラブ生徒研究発

表大会にも出場した。

「一事専念」「堅忍不抜」の校訓のもと，

全校生徒が何事にも積極的に取り組んでいる

活気あふれる学校である。

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 商 業 科 4 164 4 160 4 163 12 487
日 情報処理科 1 41 1 38 1 40 3 119
制 計 5 205 5 198 5 203 15 606

教員数 35名（６名）

研究対象の科目「ビジネス情報」は，情報処理科の第３学

年において実施し，単位数は４単位である。

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

科目「ビジネス情報」の内容「表計算ソフ

トウェアの活用」における目標の実現状況

を調査し，目標に準拠した評価の在り方に

ついて研究し，指導方法の改善を図る。

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

本校では，「ビジネス情報」の内容「表計

算ソフトウエアの活用」における評価は，技

能，知識及び態度についての観点に重きがお

かれていた。その評価について，「関心・意

欲・態度」，「思考・判断」，「技能・表現」，「知

識・理解」の４つの観点による評価規準を検

討し，学力の把握に努める。また，エンドユ

ーザーコンピューティングを積極的に推進す

る態度や能力，創造的な思考力を育成するた

めの効果的な授業を目指した教科指導及び学

力の把握に必要な評価規準，評価方法の研究

を行う。

○［調査研究の対象］

学年，科目等は表１のとおりである。

研究指定を受けて，１年目は「表計算ソフ

トウェアの活用」における評価について，「関

表１ 第３学年 教科「商業」科目「ビジネス情報」
分野 学習指導 教科書 評価の
(領域) 要領 単元 章 節 観点
科目「ビ ア 第２章 第１節 「関心
ジネス データの さまざまな集計 ･意欲･
情 報」 分析 表計算 第２節 態度」
に おけ ソフト 最適解とシミュ
る 内容 の活用 レーション 「思考

（２）「表 と分析 第３節 ･判断」
計 算ソ グラフの利用と
フ トウ 回帰分析 「技能
ェ アの イ 第３章 第１節 ･表現」
活用」 手続の自 自動化と記録マ

動化 表計算 クロ 「知識
ソフト ･理解」
の自動 第２節
化処理 マクロの記述



心・意欲・態度」「思考・判断」「技能・表現」

「知識・理解」の４つの観点による評価規準

や評価のための判断基準及び評価方法を見直

すことから始めた。研究当初から，エンドユ

ーザコンピューティングを積極的に推進する

態度や能力及び創造的な思考力を育成するた

めの効果的な教科指導の方法を見直し，実現

状況の把握に努めた。

研究指定の最終年度においては，２年間の

研究結果を基に，評価規準や評価のための判

断基準及び評価方法を再度見直し，評価にお

ける４観点のうち「関心･意欲・態度」と「思

考・判断」を研究の中心とした。そのために

「関心・意欲・態度」，「思考・判断」を把握

するに必要な問題や授業の工夫を行い，評価

規準，評価方法の研究を進めた。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

(1)単元「ア データの分析」

○［学習活動と評価の観点・評価規準及び評価

方法］

第２章で「知識・理解」を評価するに当た

り，評価規準（表２）を「データ分析の目的

やポイントを理解している」とした。印刷後

に記述するための用紙(図１)に，処理や作業

のポイントをまとめる「整理」欄，データの

内容を分析する「分析」欄，実務での活用例

をまとめる「活用」欄を設け記述させた。評

価のための判断基準（表３）は，「整理」「活

用」欄の両方に，妥当と思われる内容の記述

がされていたらＡ評価とし，「整理」欄のみ

はＢ評価とした。「整理」欄に何も記述され

ていない場合はＣ評価とした。

表２ 単元「ア データの分析」評価規準
関心･意欲･態度 思考･判断 技能･表現 知識･理解
データの分析に データの分析 データの データ分
ついて興味・関 について，自 分析に必 析の目的
心を持ち，意欲 ら考えて，必 要な技術 やポイン
的にデータを分 要なデータを を身に付 トを理解
析しようとして 用いて，目的 けている。している。
いる。 の分析を行っ

ている。

また，「関心･意欲･態度」を評価するに当

たり，評価規準を「データの分析について興

味を持ち，意欲的にデータを分析しようとし

ている」とした。今次は，節ごとの授業終了

時において，難度が違う２種類の問題（以下

「ポスト問題Ａ」，「ポスト問題Ｂ」という）

を用いた。ポスト問題Ａは，例題や練習問題

とは違った形式で，解答の際に思考力や判断

力を要する問題である。ポスト問題Ｂは教科

書の例題や練習問題のデータ量を増やした

り，わずかに加筆する程度の問題とした。評

価のための判断基準（表４）については，今

次は事前に生徒に示すこととし，ポスト問題

Ａを選択して解答したらＡ評価とし，ポスト

問題ＢではＢ評価，取り組まない場合をＣ評

価とした。

表４ 第２章における評価のための判断基準

「関心・意欲・態度」（全節で共通）

評価方法 Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価

プレ問題の自己評 ポスト問題 ポスト問題 選択せず

価と授業をふまえ Ａを選択し Ｂを選択し 問題に取

て，ポスト問題を 取り組んで 取り組んで り組んで

選択している。 いる。 いる。 いない。

表３ 第２章における評価のための判断基準

「知識・理解」

評価方法 Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価

印刷した課題「整理」と「活 「整理」に 「整理」

に記述がされ 用」の両方に 記述がされ に記述が

ているか。 記述がされて ている。 されてい

いる。 ない。

・この用紙を予め，プリンタに
セットした状態で生徒に印刷を
指示する。

○ ・印刷結果を上部，下部は印刷
後に記入をする。

・各自の持っているファイルに
綴じ，考査前や発展問題の時に
参考にできるようにする。

○

「整理」 「分析」 「活用」

図１ 印刷後に記述する専用紙（見本）



○［考察及び指導の改善］

定期考査で「知識・理解」を把握する総括

的評価では，授業と評価の間に時間差がある

ため，生徒へのフィードバックが十分に行え

ないという問題があった。

そのため，ワークシートの書式を工夫し，

記述させることで，本単元の「知識・理解」

の程度を把握し，生徒の記憶が確かなうちに

フィードバックすることができ，小テストや

定期考査で評価していた「知識・理解」につ

いて，本年度に導入した評価方法によりスム

ーズに評価することができた。

また，今年度の研究の中心となっている「関

心・意欲・態度」の評価について，本単元「ア

データの分析」で研究を進めてきた。授業

を行う前に，本時の授業内容の例題または練

習問題（以下「プレ問題」という）を，説明

をせずに解かせてから授業に入った。プレ問

題はポスト問題Ｂとほぼ同等の難度である。

この過程を経て，ポスト問題ＡまたはＢを解

答する際にいずれかを選択するかによって

「関心・意欲・態度」を把握することができ

たと考えている。

(2)単元「イ 手続の自動化」

○［学習活動と評価の観点・評価規準及び評価

方法］

第３章で「関心・意欲・態度」を評価する

に当たり，評価規準（表５）を「表計算ソフ

トウェアの自動化処理について興味・関心を

持ち，意欲的に自動化処理をしようとしてい

る」とした。「サードアイ」というワークシ

ートを用意し，例題や練習問題を解答させる

表５ 単元「イ 手続の自動化」評価規準
関心･意欲･態度 思考･判断 技能･表現 知識･理解
表計算ソフトウ 表計算ソフト 表計算ソ 表計算ソ
ェアの自動化処 ウェアの自動 フトウェ フトウェ
理について興味 化処理につい アの自動 アの自動
・関心を持ち， て，自ら考え 化処理に 化処理の
意欲的に自動化 て，エディタ 必要な技 目的やポ
処理をしようと やマクロボタ 術を身に イントを
している。 ンを使用して，付けてい 理解して

自動化を行っ る。 いる。
ている。

だけでなくサードアイ（利用者の目線になり

工夫できる点）とその理由を記述させた。評

価のための判断基準（表６）は，２つ以上の

妥当と思われる内容の記述があればＡ評価，

１つの場合にはＢ評価とした。項目１つだけ

の記述,もしくは何も記述がされていない場

合をＣ評価とした。

図２ ワークシート「サードアイ」

第３章で「思考・判断」を評価するに当た

り，評価規準を「表計算ソフトウェアの自動

化処理について，自ら考えて，エディタやマ

クロボタンを使用して，自動化を行っている」

とした。授業の後半で練習問題や演習問題を

解答する前に記述する「問題分析」と，解答

後に記述する「改良報告」という２種類のワ

表６ 第３章における評価のための判断基準
「関心・意欲・態度」（全節で共通）

評価方法 Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価
利用者に対す シートに２ シートに１ 記述されて
る配慮が考え つ以上の配 つの配慮し いない。も
られているか 慮した項目 た項目とそ しくは，項
サードアイを とそれに対 れに対する 目１つのみ
確認する。 する効果・ 効果・理由 書 い て あ

理由が記述 が記述され る。
されている。ている。



ークシートを用いた。評価のための判断基準

（表７）は，今までの単元で学んできた内容

と，授業の前半で学んだ内容を含んで記述し

た場合にはＡ評価とし，授業の前半で学んだ

内容のみ記述した場合にはＢ評価，そうでな

い場合をＣ評価とした。

図３ ワークシート「問題分析」

○［考察及び指導の改善］

今年度の研究の中心となっている「関心・

意欲・態度」の評価について，本単元「イ

手続の自動化」でも研究を進めてきた。生徒

には，今年度も第３章の導入時に「開発者が

わかりやすい処理をするだけでなく，利用者

の立場になって開発をする」という指示を行

表７ 第３章における評価のための判断基準
「思考・判断」（例）

評価方法 Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価
ワークシート ワークシー ワークシー ワークシー
「問題分析」 トに本時の トに本時の トに本時の
（または「改 技法が記載 技法が記載 技法が記載
良報告」）に されていて，されている。されていな
必要な作業内 かつ，前回 い。
容が記述され までの学習
ているか。 内容が記述

されている。

った。今年度初めてワークシート「サードア

イ」を用いて，「関心・意欲・態度」の評価

を行った。当初は戸惑う生徒も見受けられた

が，授業後にＡ評価の具体例を見せることで，

次からのサードアイの記述がスムーズに行わ

れるようになった。表計算ソフトウェアの様

々な手法を駆使しようとする記述が多くな

り，意欲の向上が認められた。

また第３章は，節で学習した内容を，次節

以降に活用していくことで学習効果があがる

内容である。その「前回までの学習を活用さ

せる」部分に着目し，「思考・判断」の評価

を行うため，左に示す方法を用いた。ワーク

シート「問題分析」を用いる場合には，コン

ピュータで作業する前に問題を読み，自動化

できる部分の内容を記述し，その後，記述内

容をもとにコンピュータの作業を行う。ワー

クシート「改良報告」を用いる場合には，コ

ンピュータを使って自動化した内容を記述す

る。前回までの学習を活用させる記述が多く

みられ，「思考・判断」の評価につなげるこ

とができた。

３ 成果の普及と今後の展望

(1)評価規準の研究成果

１年目及び２年目は，教科書の章・節・項

ごとの評価規準と，授業単位ごとの評価のた

めの判断基準を設定した。最終年度において

は，評価規準は教科書の章・節・項ごとにつ

くるのではなく，学習指導要領の単元ごとに

設定した。単元で一つの評価規準にまとめた

ことにより，簡素で効率的に評価することが

できたと考えている。

(2)「関心・意欲・態度」と「思考・判断」の

総括的評価に関する考察

今年度，単元「ア データの分析」におい

て，「関心・意欲・態度」の評価は、「ポスト

問題Ａ」及び「ポスト問題Ｂ」を用いた。「思



考・判断」の評価は、「シミュレーション」

や「散布図」に関する発展問題を用いた。

また，単元「イ 手続の自動化」において，

「関心・意欲・態度」及び「思考・判断」の

評価は，ワークシート「サードアイ」及び「問

題分析」「改良報告」を用いた。そのうえで，

各単元で行った評価のための判断基準ＡＢＣ

を用いて全生徒の評価の一覧表を作成した。

その後，各判断基準ＡＢＣを３，２，１と

数値化し，その平均値の大小により総括的評

価する方法を検討を進めていた。（図２,３）

しかし，単元前半の評価が低くても，授業

が進むに連れて評価が上がり，単元後半の評

価でＡ評価となる生徒が少なからずいた。こ

のことから平均値の大小を総括的評価とする

ことは，適切な学力の把握につながらないと

思われる。

(3)今後の課題

前述したように，今回ＡＢＣの出現状況を

一覧表にした。単元前半の評価がＢ評価，Ｃ

評価であったとしても，単元後半の評価でＡ

評価，Ｂ評価となれば，「関心・意欲・態度」

及び「思考・判断」は高まったと考える。

今後，「関心・意欲・態度」及び「思考・

判断」の「高まりの形」を総括的評価の判断

基準とする方法について検討していきたいと

考えている。

(4)研究成果の普及

研究を通して，「関心・意欲・態度」や「思

考・判断」は生徒の変容を評価する重要な観

点であると改めて実感した。研究指定は終了

するが，今後も本校の商業科を中心に研究を

進めていきたい。また，新潟県の商業教育向

上のために努力し，新潟県高等学校長協会商

業部会並びに新潟県高等学校教育研究会商業

部会などで報告を行い，研究の普及を図って

いきたいと考えている。

図２ 数値化における第２章の総括

図３ 数値化における第３章の総括



平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名
ふ り が な みえけんりつよっかいちしょうぎょうこうとうがっこう

三重県立四日市商業高等学校

校 長 名：青山 晶

所 在 地：三重県四日市市尾平町永代寺2745

電話番号： 059-331-8324

(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 商業(マーケティング，商品と

流通)

≪研究主題≫

「マーケティング」及び「商品と流通」に

おける実践的，体験的な学習活動の評価の

在り方についての調査研究

【研究の要点】

地元企業と連携したインターンシップにおける実践

的，体験的な学習活動の評価の在り方を，「マーケティ

ング」「商品と流通」の２科目において次の各内容を対

象に研究を行った。

科目「マーケティング」 「市場調査の実習」

「販売実習」

科目「商品と流通」 「商品研究」

インターンシップ実習そのものでの評価のみならず，

関連した市場調査や体験報告などを評価対象とすること

で実践的，体験的な学習活動の評価の在り方について一

定の成果を得ることができた。

○「市場調査の実習」

インターンシップ先の抱える問題点を題材にして市場調

査を次の４つの学習活動を通じて行わせた。

（Ａ）企業概要を調べる。

（Ｂ）質問票を作成する。

（Ｃ）調査を実施し市場調査報告会で発表する。

（Ｄ）市場調査報告書を作成する。

これらの活動については，「関心・意欲・態度」「思

考・判断」「技能・表現」の観点で評価した。

○「販売実習」

インターンシップ先に販売実習評価表の作成をお願い

し，これを評価として組み入れようと試みたが，企業間

で評価のばらつきが生じて組み入れることができなかっ

た。そこで，事前にインターンシップ先から設定された

「実習中に達成できる目標」についての達成度合いを評

価に組み入れることとし，次の４つの学習活動を通じて

行わせた。

（Ａ）自己目標の達成。

（Ｂ）実習ノートにメモをとる。

（Ｃ）実習報告書を作成する。

（Ｄ）実習報告会を実施する。

これらの活動については，「関心・意欲・態度」「思

考・判断」「技能・表現」の観点で評価した。

○「商品研究」

研究レポートの作成を２回行わせ，２回目はインター

ンシップにおいて関わった商品を対象にレポートを作成

させた。１回目の研究レポート作成については提出され

たレポートそのものを評価し，２回目の研究レポート作

成については提出されたレポートとともにその発表を評

価した。

これらの活動については，「関心・意欲・態度」「思

考・判断」「技能・表現」の観点で評価した。

全体を通して，科目「マーケティング」では，実習先

や生徒自身による評価を取り入れるとともに，実習報告

書等の成果物を基に評価する方法を研究した。また，科

目「商品と流通」では，研究レポート，研究発表，研究

の振り返りシートを基に評価する方法を研究した。こう

した研究を通して，評価の信頼性等の向上に努めた。

体験的な学習は，今後ますます重視されていくもので

あり，その評価方法についても具体的に定める必要があ

るが，今回の調査研究を通して一定の評価方法を導き出

すことができた。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

明治29年に全国で18番目に設立された商業

高校であり，平成23年度には創立115周年と

なる歴史と伝統のある学校である。



商業科と情報処理科を設置しており，校訓

「至誠」の精神のもとに，時代の進展に即応

した商業教育を行っている。商業科では，よ

り専門性を深めるために，２年生で「会計ビ

ジネス」「流通ビジネス」「情報ビジネス」

の３つのコースに分かれて学習し，３年生で

は進路希望や資格取得の目標等により，科目

を選択させている。進路状況は，進学が約４

割，就職が約６割となっており，簿記・情報

処理等の資格を生かした推薦入試により，毎

年国公立大学等へ進学する卒業生が出ている。

また，卒業生が就職した企業を100社以上訪

問して追指導を行っており，インターンシッ

プや商品開発等についても，地元企業と連携

して活動を展開している。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

課程 学科 １年 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 商 業 科 ５ 200 ５ 199 ５ 195 15 594
情報処理科 ２ 80 ２ 80 ２ 78 6 238
計 ７ 280 ７ 279 ７ 273 21 832

教員数 56名（ 4名）
※本研究対象の「マーケティング」，「商品と流通」は，商

業科２年生流通ビジネスコースの必修科目としている。

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

「マーケティング」及び「商品と流通」に

おける実践的，体験的な学習活動の評価の

在り方についての調査研究

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

流通ビジネス分野の科目の授業については，

商業経済検定や販売士検定の受験を通して学

習への動機付けを図るとともに，販売実習等

を通じてマーケティング能力の育成を図って

いるが，ペーパーテストによる「知識・理

解」での評価の割合が高くなっていることか

ら，実践的，体験的な学習活動の評価の在り

方を研究開発することにより，指導方法の改

善や充実を図る。

具体的には，「マーケティング」について

は実習に対する評価方法の工夫，「商品と流

通」については評価の妥当性・信頼性・客観

性の向上に取り組んだ。

○［調査研究の対象］

２学年の科目「マーケティング（４単

位）」「商品と流通（３単位）」とした。

「マーケティング」については，「マーケテ

ィング実習（市場調査の実習・販売実習）」，

「商品と流通」については「商品の多様化

（商品研究）」とした。両科目ともに，生徒

の能力を引き出すために実習時の評価項目を

明らかにし，より実践的な学習に取り組める

ようにした。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

(1) 「市場調査の実習」（科目「マーケティン

グ」）

インターンシップ先の抱える問題点を題材

にし，より高い関心を持って市場調査の基本

的な流れを理解できるよう工夫した。また，

情報を収集・処理・分析・発信する力を身に

付けられるよう，次の４つの学習活動を行わ

せ，それを評価することとした。

（Ａ）企業概要を調べる。

（Ｂ）調査仮説を立て，その調査仮説を検証

するための質問票を作成する。

（Ｃ）調査を実施し，収集した情報の集計や

分析を行い，表計算ソフトウェアを用

いたグラフなどを作成し，市場調査報

告会で発表する。

（Ｄ）市場調査報告会の後に，結論を練り直

した市場調査報告書を作成する。なお，

市場調査報告書については，インター

ンシップ先に持参する。



市場調査実習の様子

市場調査報告会の様子

①「関心・意欲・態度」

（Ａ）の企業概要調べに関しては，インタ

ーンシップ実習前に提出されたレポートと，

実習後に提出された実習ノートを基に，いか

に積極的に調査をしているかについて評価し

た。この２段階の学習により，インターンシ

ップ実施中に積極的に質問するなどの学習活

動につながった。

（Ｃ）の市場調査報告会に関しては，事前

にリハーサルを行い，生徒の評価表には改善

を要する点が具体的に分かるように記述して

発表者に返した。教員の評価表には，各項目

を点数化してリハーサル後に講評として生徒

に返した。評価表は，市場調査報告会に向け

てどの程度練習を重ねてきたかといった，向

上に向けた努力を評価するようにした。また，

聞く力を身に付けさせるために，発表に対す

る積極的な質問についても評価の対象とした。

多くの生徒が人前で話をすることが初めて

であり，リハーサルではとても未熟な発表で

あったが，発表会では見違えるほどの成長が

見られた。

リハーサル時の評価表（生徒用）

②「思考・判断」

（Ａ）の企業概要調べに関連して，自らイ

ンターンシップ先企業の課題を挙げて改善提

案ができるかという項目を設定して評価した。

その結果，約半数の生徒が改善提案まで行う

ことができたが，問題点を取り上げること自

体が難しいという状況の生徒もいた。

（Ｂ）の質問票の作成に関しては，調査仮

説を踏まえた内容となっているかについて評

価した。事前に模擬市場調査実習を行い，質

問票の重要性に気付いた上で質問を作成して

いるので，全体として評価が高くなった。

質問票の例

（Ｃ）の市場調査報告会に関しては，調査

課題に対する結論について納得いくものにな

っているかどうかを評価するため，生徒の相

互評価を行った。

評価の観点 項目 発表順 実習先名 発表担当

言葉づかい
言葉のくせ
声の大きさ
話すスピード ◆良かった点
間の取り方

抑揚・強調
身振り手振り
表情・視線
服装 ◆悪かった点
有効な活用
内容・量
表現（わかりやすさ）
興味をもった
記憶に残った ◆質問
楽しかった
制限時間
配分

⑤興味関心

⑥時間

④メディア

①話し言葉

②言葉表現

③体表現

5 生徒Ａ，生徒Ｂ，生徒Ｃ，生徒Ｄ，生徒Ｅジャスコ

今回授業の一環で，「小売業全般で売上が減少するなか，百貨店は今
後どのようなことに取り組むべきか」を調査するため，アンケートを実
施しています。ぜひ，アンケートにご協力ください。回答の方法は，次
の各項目について該当するものを○で囲んでください。（複数回答可）

また，ご意見やご提案がございましたら（ ）の中にご記入ください。

（１）性別と年齢を教えてください。
男性 女性
２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 その他

（２）近鉄百貨店で購入されるものは何ですか？具体的にご記入くださ
い。
ａ,食料品 衣料品 化粧品 雑貨 その他（ ）
ｂ,具体的に（ ）
例：食料品（お惣菜，スイーツ）衣料品（婦人服，靴下，下着）

等

（３）近鉄百貨店のイベントに興味はありますか？
例：物産展，お買い得バーゲン，コスメティックフェアなど

はい ・ いいえ

（４）（３）で「はい」と答えた方は，どのようなイベントに興味があ
りますか？

（ ）

（５）近鉄百貨店のインターネットショップを利用されていますか？
はい ・ いいえ

（６）（５）で「はい」と答えた方は，何を購入されていますか？
（ ）

（７）近鉄百貨店をご利用するにあたって，何かご意見ご要望があれば
お書きください。

―ご協力ありがとうございました。―



（Ｄ）の市場調査報告書の作成に関しては，

市場調査発表会を経て結論を練り直した市場

調査報告書について，納得いく結論が導き出

せたかどうかを評価した。この観点について

は，研究２年目となる昨年度は教員の評価の

みで行ったが，研究最終年度は新たな試みと

して，インターンシップ先からの評価を加え

ることとした。

③「技能・表現」

（Ａ）の企業概要調べ，（Ｂ）の質問票の

作成，（Ｄ）の市場調査報告書の作成に関し

ては，見やすく分かりやすい表現で作成され

ているかを評価した。（Ｃ）の市場調査報告

会に関しては，あらかじめ，言葉づかい，声

の大きさ，話すスピード，間の取り方，抑揚，

表情，視線，服装，グラフの分かりやすさ，

興味をもってもらえるかなどの項目を提示し

て，分かりやすく伝えることができるかにつ

いて評価した。リハーサルを実施したことや，

あらかじめ評価項目を提示したことで，概ね

その項目を達成できており，伝える力は弱い

ものの，伝えたいことを堂々と分かりやすく

発表する技術を身に付けることができていた。

(2) 「販売実習」（科目「マーケティング」）

インターンシップ先を卸売・小売業やサー

ビス業に限定し，販売，接客，梱包，ラッピ

ング，商品整理，ＰＯＰ広告の作成，ビジュ

アルプレゼンテーションなどを含めた実習を

行った。実習後は実習報告書を作成させると

ともに，情報を伝達する能力を向上させるた

めに実習報告会を実施した。

実習中の評価について，事前にインターン

シップ先と評価項目について打ち合わせをし

て販売実習評価表を作成し，服装・言葉づか

い・勤務中の姿勢に関しては「関心・意欲・

態度」に，商品サービスの構成・販売促進サ

ービスの提供に関しては「技能・表現」で評

価をしようと試みたが，企業間で評価のばら

つきが生じ，結果として評価に組み入れるこ

とができなかった。

そこで，事前にインターンシップ先から設

定された結果目標（実習中に達成できる目

標）についての達成度合いを評価してもらい，

これを評価に組み入れることとした。併せて，

生徒自身にその目標を達成するためのいくつ

かのプロセス目標を設定させ，その達成度に

ついて自己評価した結果を評価に組み入れる

こととした。

結果目標とプロセス目標の例

販売実習については，実習中の意欲を高め

るとともに，実習内容を分かりやすく伝える

能力を身に付けさせるため，次の４つの学習

活動を行わせ，それを評価することとした。

インターンシップの様子

（Ａ）企業から設定された目標に対して，達

成するための自己目標を立て実習中に

達成できるように取り組む。

（Ｂ）実習中はしっかりと話が聞けるように

実習ノートにメモをとる。

（Ｃ）実習報告書を作成する。

（Ｄ）実習内容を分かりやすくスライドを作

成し実習報告会を実施する。



ＰＯＰ広告の例

①「関心・意欲・態度」

（Ａ）の目標達成に関しては，インターン

シップ先から設定された目標と，その目標を

達成するためのいくつかのプロセス目標に対

して達成することができたかどうかについて

評価した。インターンシップ先からの評価は

販売実習評価表の「目標達成」の項目で，生

徒自身の評価は実習ノートの自己評価表の

「目標達成」の項目で行った。いずれの評価

も達成されているという評価が多く，こうし

た評価の導入が，自ら設定した目標を達成し

ようとする意欲の向上に大きく影響したもの

と考えられる。

（Ｂ）の実習ノートに関しては，各実習場

面で教えられたり，質問したりした内容を具

体的に記述しているかを評価をした。

（Ｄ）の実習報告会に関しては，市場調査

と同様にリハーサルを実施し，リハーサルか

らの向上に向けた努力を評価した。

②「技能・表現」

（Ｃ）の実習報告書に関しては，実習内容

が具体的に記述してあるか，項目ごとに見出

しをつけて分かりやすく作成されているかに

ついて評価した。

（Ｄ）の実習報告会に関しては，市場調査

報告会と同様の言葉づかい，声の大きさ，話

すスピード，間の取り方，抑揚，表情，視線，

服装に加えて，補助資料であるスライドを有

効に利用しているかという項目を設定し，こ

れを評価の対象とした。

実習報告会に向けて，市場調査報告会と同

様にリハーサルを実施しており，生徒は発表

の経験を重ねるごとに分かりやすく伝える能

力を向上させていた。

(3) 「商品研究」（科目「商品と流通」）

商品研究については，研究レポートの作成

を２回行わせることにより，内容の理解をよ

り深められるよう工夫した。また，第２回の

研究レポートはインターンシップで関わった

商品に対象を限定した。

第１回の研究レポート作成については，提

出されたレポートそのものを評価し，第２回

の研究レポート作成については，提出された

レポートとともにその発表を評価した。発表

については各グループで行い，グループ内で

の発表が同時並行で進むことから，発表の様

子を直接評価することができないため，その

準備と振り返りをまとめたシートを提出させ，

それを評価した。

研究レポート発表会

①「関心・意欲・態度」

第１回の研究レポート作成においては，商

品比較を行うための対象データとして取り上

げた商品数や比較項目数などを評価したとこ

ろ，客観性が増した。第２回の研究レポート

作成においては，発表の準備状況を１枚のシ

ートにまとめさせ，発表に向けた取組を評価

したところ，客観性も増し有効であった。



研究レポートの例

②「思考・判断」

第１回の研究レポート作成においては，そ

れまでの授業で特に重視して指導してきた内

容である顧客満足度の視点をどのように盛り

込んだかを評価することにより，適切な評価

が行えた。第２回の研究レポート作成では，

発表終了後の振り返りを１枚のシートに項目

別に記載させ，その内容を評価した結果，客

観性を増すことができ，大変有効であった。

振り返りシート

「商品研究」発表振り返りシート

自分の班で発表した，他の人の発表についてまとめよう。

発表者（ ） 発表時間（ ）秒

発表内容

興味が持てたこと

商品研究を終えて

・開発をするときの「ポイント」として考えつくこと。

・「顧客満足度」について感じたこと。

・人に伝えるために大切だと感じたこと(レポート，発表とも)。

・全体を通して「分かった」と思えること。

③「技能・表現」

第１回，第２回の研究レポート作成のいず

れも，提出されたレポートの見やすさや分か

りやすさを評価した結果，客観性の確保に課

題が残った。そこで，生徒相互に匿名でレポ

ートの見やすさを評価させ，これも参考とし

て評価に取り入れるなどの工夫を行った。

３ 成果の普及と今後の展望

生徒のインターンシップにおける実習を評

価する方法として，科目「マーケティング」

では実習先や生徒自身の評価を取り入れると

ともに，実習報告書等の成果物を基に評価す

る方法を研究した。また，科目「商品と流

通」ではインターンシップ実習と関連付けた

研究・発表を行うことにより，評価の信頼性

等を向上させるようにした。

販売実習や市場調査の発表において，聞く

側がどれだけ質問できたかを「関心・意欲・

態度」の観点で評価を行ったが，言語活動の

充実を図るため，質問の内容について「思考

・判断」の観点で評価することも考えられる。

学習活動を主体的・合理的に行う実践力を

身に付けさせるためには，生徒自らに考察さ

せる活動やグループでの調査や研究などの活

動を多く設定し，「思考・判断」や「技能・

表現」の観点で適切に評価していくことが重

要と考える。

地域の企業と連携したインターンシップな

どの体験的な学習は，今後ますます重視され

ていくものであり，その評価方法についても

具体的に定める必要があるが，今回の調査研

究を通して一定の評価方法を導き出すことが

できたと考えている。なお，この評価方法は，

教科・科目によって具体的な判断基準の策定

が必要となり，継続した研究が必要となる。

今後，機会をとらえてこの成果を校内外に

伝達していくようにすることで，成果を共有

・普及するように努めたい。
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