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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 総合的な学習の時間

≪研究主題≫

総合的な学習の時間における効果的な評価

方法について

【研究の要点】

【ねらい】

総合的な学習の時間における評価の観点と評価規準を作

成することにより，生徒の個人内伸長の把握を可能にし，

そのことにより生徒自身の学ぶ意欲や学ぶ姿勢を向上させ

る。

また，担当者における評価の差異をなくし，授業の質的

向上に繋げる。

【研究の内容】

評価の観点の見直し

本校では，従来５つの観点により生徒の評価を行なって

いたが，５観点の分類が明確でないことと，評価の規準が

はっきりせず担当者ごとの評価に主観が入ることが問題点

として指摘され，新しく評価の観点と評価規準について全

職員で検討し，教科に準じた４つの観点に改めた。４観点

による評価の試行を経て，さらに観点を絞り込んだ方がよ

いことがわかり，次の３つの観点に整理した。

①学習活動への関心・意欲・態度

②知識・技能の深化、応用

③総合的な思考・判断・表現

また、評価の規準として３つの到達レベル（Ａ：十分満

足できると判断される状況 Ｂ：おおむね満足できると判断

される状況 Ｃ：努力を要すると判断される状況）を規定し，

単元ごとに全職員で目指す姿についての共通理解を行なっ

て評価を行った。

評価シートの改善

生徒の評価のために担当者が使う評価シートを，単元ご

とに１枚のシートで評価出来る形にした。また，全ての観

点で評価するのではなく，学習内容により授業担当者が観

点を選んで評価することとした。

北の杜ノートの改善

北の杜ノートを単元ごとの１枚ポートフォリオ形式（OPP

シート）にした。生徒は単元ごとに目標を立て，学習の成

果を振り返ることが出来るようになった。

【研究の成果】

総合的な学習の時間は学校全体で取り組む学習活動であ

り，その実施に当たっては担当職員と生徒が，総合的な学

習の時間により何を目指していくのかという点を共通理解

していることが大切である。今回，評価の観点について整

理し，評価規準を定める中で互いに目指すべき姿を共有出

来るようになった。

担当者ごとの評価のバラツキも少なくなり，客観的で公

正な評価を行うことが出来るようになった。

また評価シートや北の杜ノートを改善し，生徒の個人内

伸長を見取ることが出来るようになったことで，生徒個々

への支援と担当者自身の授業への振り返りが可能になり，

指導と評価の一体化に繋がった。

【今後の課題】

①評価の公平性・標準性を維持していくために、どのよ

うな評価の観点や評価規準が適切であるか今後継続的

に検証を続けていく。

②総合的な学習の時間における大切な学習活動である探

究、知識の統合の評価について北の杜ノートの改良を

中心に研究していく。

③授業担当者が負担なく評価できる方法、また担当者間

における評価の目安の共通理解について、さらに研究

を続けていく。



Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

北杜高校は山梨県北部，八ヶ岳南麓の自然豊か

な地域の中にあり，３つの高校の伝統を引き継いで

平成13年に開校した。総合学科，普通科，理数科の

１学年８クラス規模であり，それぞれ学科の特

色を生かし，地域の協力を得ながら教育活動を

行っている。総合学科は就職希望者と進学希望

者の割合がほぼ１：２，普通科は大半が進学希

望者であり，理数科はほぼ全員が大学進学希望

である。生徒は比較的穏やかで素直で，課題に

対してもまじめに取り組んでいる。また，全体

的にさわやかにあいさつはできるが，自分の意

見を堂々と言うことが苦手な生徒も多い。教員

と生徒の関係は良好である。

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 総合学科 ４ 140 ４ 138 ４ 139 12 417

普通科 ３ 121 ３ 120 ３ 116 9 357

理数科 １ 28 １ 22 １ 20 3 70

計 ８ 289 ８ 280 ８ 275 24 844

教員数 65名（総合学習担当者41名）

１年は金曜日４校時、２年は火曜日６校時、３年は水曜日６

校時に各学年１時間、３年間で３時間の実施。

３ 本校の総合的な学習の時間の概要

(1)総合的な学習の時間の名称

「講座：北の杜に生きる」

(2)本校における総合的な学習の時間の目標

現代を生きる人間として必要な，自ら進んで課

題を見つける力，情報・知識を活用して問題を解決する

力,自己の考えをまとめ上げて外へ発信する力を一人

一人の生徒が身に付け，自らが社会の一員であること

を認識しながら，豊かな人間性を養い未来を担う人材

として成長する。

(3)本校における総合的な学習の時間の内容

１年次…サブテーマは「いのち」。講話や体験学

習，調べ学習を踏まえ，サブテーマのもと，それ

ぞれの興味・関心に応じた８分野（16分割）で個

別課題を設定・探究し，個人レポートの形でまと

め，発表する。

２年次…サブテーマは「つながり」。１年次の

探究活動を踏まえ，興味関心のある８分野（1

6分割）でサブテーマのもと，地域に密着した

課題を設定し，実践的な活動（校外調査活動）

も行いながら探究する。最終的にグループレポ

ートの形でまとめ，発表する。

３年次…サブテーマは「あした」。１・２年次

の研究を踏まえ，興味関心のある８分野（16

分割）で自己の将来像を見据えて課題を設

定し，人間としての在り方や生き方を考

えながら探究を進める。課題についての

レポートを完成し発表も行い，１年間を

かけて思考力や表現力を高め，最終的に

分野別討論会を実施する。

(4)総合的な学習の時間の指導体制や学習形

態の工夫

①学習集団の組織

・学年ごとに３学科８クラスの枠を取り払い，興

味関心に応じた８分野で16分割する。１講座教員

１名に対して生徒は14～20名。ただし，１年生は

前期のみＨＲ単位。教員２名がＴ．Ｔで行う。オ

リエンテーションや学年講演会など，必要に応じ

て学年共通学習は合同で行う。

・２学年のグループ研究は，分野内で３～５人の

グループを組んで行う（全73班）。校外調査活動

もグループごとに場所の選定・交渉をし，調査

を行う。

②人的支援組織

・教員１人につき生徒は12～20名の少人数で実

施。

・地域で活躍している方々を講師として招き，

学年講演会（各学年２回程度）や分野別講話（３

年生前期，１年生後期。計16回）を実施。



・自習を作らないため，担当教員不在時は総合

的な学習の時間係が授業を代講する。

③学習環境の充実

・各学年16カ所の講座別の教室を確保し，その

他に常時パソコン室３カ所，図書室が使用でき

る。円滑な調べ学習のために，各講座最低前後

期１度ずつパソコン室と図書室を使えるように

係で割り振りをする。

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

総合的な学習の時間における効果的な評価

方法について

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

観点別評価での評価規準を作成し，具体の評価

を行う。このことが指導と評価の一体化につな

がり，総合的な学習の時間が真に生徒の学ぶ意欲

や学びの姿勢を向上させるものになると考える。

また，教員側においては担当者による評価の差

異をなくし，授業の質的な向上につながること

も期待される。さらに１年次から３年次に至る

までの３年間を見通した，一貫性のある指導

及び評価をすることができることから，本主

題を設定した。

○［調査研究の対象］

３年間の積み重ねの学習の中で一貫性のあ

る評価をしていくために，全学年の全活動を

対象とした。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

〔観点別評価規準の作成〕

５観点から４観点へ

平成20年度，研究を始めるにあたり，従

来の評価の観点について見直しを行った。こ

の結果５つの観点では観点が多すぎ，また観

点間に類似の内容があり評価者が判断に迷う

といった点が指摘された。これを受けて，７

月まで十分時間をかけて評価の観点と評価規

準を全職員で話し合い，教科に準じた４観点

を次のように設定し，それぞれの評価規準を

作成し，夏休み以降の授業で試行を行った。

平成19年度以前 ５観点

①自ら課題を設定し，解決しようとする姿

勢を身に付けることができたか。

②主体的に学ぶ姿勢を持ち，意欲的に学習

することができたか。

③自分自身の考えをきちんとまとめ，それ

を表現・発表することができたか。

④社会的な事柄に目を向け，自分自身と社

会との関わりをしっかり認識すること

ができたか。

⑤向上心を持って学習に取り組み，豊かな

人間性を身に付けることができたか。

第１回改訂 ４観点

①知識を応用し総合する能力

②学習活動にかかわる技能・表現

③学習活動への関心・意欲・態度

④総合的な思考・判断

４観点から３観点へ

平成20年度に１年間かけて作成した評価の

観点と評価規準，評価シートは，平成21年度

１年間試行的に実施した。それらの有効性に

ついて授業担当者や生徒，その他有識者の先

生方の助言をいただいた結果，いくつかの課

題があきらかになった。

○改訂後の①と④の観点の区分けが難しく，

評価者が評価にあたり迷いが生じ，授業内

で評価しにくい。

○評価者によって観点のとらえかたにバラツ

キがあり，評価に差がでてしまう。

○評価規準において目標とする生徒の姿をあ

まりにも詳細に規定したため，評価が柔軟



に行えず，授業担当者にとって評価が負担と

なってしまった。

以上のことから４観点をさらに３観点へと

絞り込み，同時に評価規準や評価シートもシ

ンプルな形へと整えて，担当するものが誰で

もわかりやすく評価を行えるものへと改良を

加えた。それが以下の観点である

第２回改訂 ３観点

①学習活動への関心・意欲・態度

②知識・技能の深化，応用

③総合的な思考・判断・表現

また，平成22年度は学習活動全体を５つの

単元に分けて，単元別に学習目標を明確化さ

せることにより，担当者が目指す生徒の具体

像を共通認識できるようになり，評価のバラ

ツキも少なくすることが出来た。さらに，ま

だ目標に到達できない生徒を把握することに

より，授業内容を見直し，改善するなど指導

と評価の一体化が図れるようになった。

〔評価シートの改善〕

学習活動別で４観点別シート

↓

単元別で３観点から選ぶシート

平成20年度の後半から使用した評価シート

は，それぞれの学習活動を４観点で評価する

シートで，評価に該当する具体的な生徒像が

示され，それを基に生徒の評価を行うもので

あった。平成21年度は、担当者間の評価のバ

ラツキをなくすために，このシートに更にき

め細かな具体像を示して改訂を行った。

しかし，このように学習活動ごとにシート

を用意し，最終的な評価を複数のシートを使

H22評価シートの一部

って行なうことは，授業後の評価の整理も煩

雑となり，授業担当者にとって非常に負担で

あるという指摘がなされた。また、学習活動

ごとの評価では生徒の変容も捉えにくいとい

う問題点もあったので，平成22年度は評価シ

ートを次のように改善した。

○一つの単元を１枚のシートにまとめて評

価出来るようにする。

○各授業において，授業担当者が３観点の

中から一つを選んで評価する。

○評価規準の例示は，各単元における目指

す生徒の姿を示すにとどめ，あまり詳細

にわたった規定はしない。

このことにより，授業者の評価の煩雑さは

かなり解消することができた。それでも１時

間ごとの評価に追われてしまうこともあるの

で，今後更に改善が必要である。また互いの

評価を授業者が共有することにより，評価の

バラツキが少なくなると考えるので，今後そ

の方法についても検討していきたい。

〔北の杜ノートの改善〕

平成20年度までは，学習内容，感想，自己

評価を記入する「北の杜ノート」を生徒全員

に持たせ活用していた。しかし，このノート

では自身の具体的な課題が見えにくく，その

時間だけの評価に留まってしまうという問題

点が指摘された。

H22北の杜ノート（表）

H22北の杜ノート（裏）



平成21年度はノートの自己評価欄を具体的

な活動に対する自己評価を記述させることに

し，これからの活動を考えさせるものとした。

しかし，Ａ４両面に印刷されたノートではこ

れまでの振り返りが出来にくいという課題が

残った。

そこで，平成22年度は，北の杜ノートを単

元ごとの１枚ポートフォリオの形にし，大き

な変更を行なった。生徒は単元ごとに目標を

立て，それに向かった活動を行い，その成果

を振り返ることが出来るようになった。生徒

各自が単元の目標をしっかりと認識して活動

に臨むことが出来ることは，総合的な学習の

時間における学習活動を進めていく上で非常

に重要な点である。今後も，生徒の記述の状

況等を精査し「北の杜ノート」をより有効な

学習記録として開発していきたい。

〔考察〕

１．評価の観点と評価規準について

３年間の研究の中で評価の観点については

２度の改訂を行ない，５観点から３観点まで

評価の観点を絞り込み，よりシンプルな評価

が出来るようになった。

この研究を通じて総合的な学習の時間にお

いては，多くの授業者が関わるので，指導の

公平性・標準性を維持していくためには，誰

にも分かり易く認識のズレが生じにくい観点

を設定していくことが大切であることがわか

った。

また，評価規準の設定については具体的な

生徒の姿の例示は重要であるが，あまり微に

入り細に入り示していくことは評価者の評価

を固定的なものにすると同時に，評価に労力

を費やすあまりに生徒の真の姿を見落とすこ

１年

ﾚﾎﾟ ｰ ﾄ発表

とにもなりかねないので，これもやはりシン

プルな記述に留めることが大切であることが

わかった。

分野別発表の様子

学年報告会

２．評価シートについて

評価シートは、授業者が生徒の変容をとら

えつつ，授業者自身の授業の進め方を見直す

ことが出来るものが必要である。その意味に

おいて，今回従来の評価シートを大きく改訂

し，１枚ポートフォリオの形で作成したが，

総合的な学習の時間の評価にあたっては，こ

のような形態の評価シートが有効であること

がわかった。

評価シートは，多くの授業者が使うことと，

できるだけその授業内で評価を行なうことが

出来るものであることが望ましいということ

を考えると，形式としては簡単にチェックす

ることの出来るようなものが要求される。今

後も評価シートの活用状況を検証する中で，

さらに改良を加えていきたい。

３．「北の杜ノート」について

生徒の自己評価にあたって，まず大切なこ

とは生徒が学習の目標をしっかり理解し，目

指す自分の姿についても正しく認識している

ことである。今回北の杜ノートについてはそ

れらが可能になるような形式へと改良するこ

とが出来た。

また，総合的な学習の時間における大切な



学習活動である探究，知識の統合といった活

動を「見える化」して留めておくものとして，

この北の杜ノートは重要な評価材となる。さ

らに形式を工夫して，生徒たちがより書き込

みやすい形のノートに作り変えていきたい。

２年校外調査活動

３ 成果の普及と今後の展望

３年間の研究を通して，評価の観点を定め，

単元ごとの目標と目指す生徒の姿をしっかり

と示したことにより，担当者ごとの評価のバ

ラツキも少なくなり，客観的で公正な評価を

行なうことが出るようになった。このように

評価の枠組みをしっかりと形作ることは授業

者の負担の軽減に繋がり，授業者が意欲的に

授業に取り組むことが出来る。

また，生徒の姿をしっかりと見取っていく

ことは授業の在り方について振り返る材料と

もなり，指導と評価の一体化が可能になって

いく。

今回，総合的な学習の時間における評価の

在り方という研究に取り組み，非常に大きな

成果を上げられたことを感じている。評価の

観点や評価規準を全職員で話し合い検討して

いく中で，総合的な学習の時間に私たちは何

を目指していくのかという点を全職員で確認

することが出来た。本校は，開校以来総合的

な学習の時間については他に先駆けて取り組

んできており，校内の体制としてもある程度

システムが出来上がってきてはいるが，毎年

少しずつ職員の異動もあり，総合的な学習の

時間についての共通認識についても職員間で

多少の温度差も感じられる時期であった。総

合的な学習の時間の実施から約10年目にこの

研究に取り組むことが出来たことにより，本

校の総合的な学習の時間がまた新たな段階へ

と進むことが出来たと考えている。

しかし，今回作成した評価の観点や規準に

ついては，今後授業の中で実践し継続的に検

証・改善していかなければならない。また，

担当者間の評価のバラツキをなくし，公平性

・標準性を維持していくためには，授業担当

者が評価の目安についての共通認識を持って

いることと同時に，互いの評価結果について

も共有出来ることが必要である。そのシステ

ムについて，今後研究を深めていきたいと考

えている。

適切な評価を適切な時期に与えていくこと

は生徒の学習意欲の向上に大きく関わってい

く。また，授業担当者にとっても授業の内容

や方向性を見極める大切な指標となる。

今回の研究を足がかりに，今後さらに評価

の在り方についての検証を深めていくととも

に，本校の取り組みについて様々な機会を通

じて公開し，多方面からのご助言をいただき

ながら，さらにより良い総合的な学習の時間

が実践出来るよう研鑽を積んでいきたい。

3年ディベートの様子


