
平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名 高萩清松高等学校
ふ り が な たかはぎせいしょうこうとうがっこう

校 長 名：萩谷 薫

所 在 地：茨城県高萩市赤浜１８６４番地

電話番号： 0293-23-4121

(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 国語（国語総合）

≪研究主題≫

「報告書の作成」「手紙を書く」「メモを取

る」などの実社会で活用できる国語の能力

の育成～体験活動や「産業社会と人間」等

との連携を始点として～

【研究の要点】

１ 「報告書の作成」「手紙を書く」「メモを取る」などの

社会人として必要とされる言語能力の基礎の育成を目指

した。

２ 国語科と他教科とを連携させて，生徒のコミュニケー

ション能力の基礎となる言語能力の育成を図る方法をと

った。研究１年目は１年次の「国語総合」と「産業社会

と人間」，２年目は２年次の「国語表現Ⅰ」と福祉の科目

「介護実習」，３年目は３年次の「国語表現Ⅱ」と福祉の

科目「介護実習」とを連携して進めた。

３ 国語科の「書くこと」の学習を，「産業社会と人間」「介

護実習」の科目で学習した体験活動と連携させ，目的に

応じた効果的な文章を書くことを目指した。

４ 同じ学年の生徒を学年進行で１年次から３年次の３年

間継続して指導した。生徒は書くことの学習の積み重ね

ができ，書くことへの抵抗が薄れた。生徒も学習目標を

３年間のスパンでとらえることができ，学習効果が上が

った。

５ 年度ごとに生徒の実習報告書を冊子にまとめ，身近な

学習モデルとして活用した。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

茨城県の北部に位置し，東に太平洋，西に

阿武隈山地を望む，自然に恵まれた地域であ

る。地域の産業は，工業・農業・商業が主で

ある。近年は，高齢化社会の到来により，学

校近隣にも高齢者の介護施設が多く建てられ

ている。

本校は創立５年目を迎え，人文科学系列，

自然科学系列，機械テクノロジー系列，情報

ビジネス系列，福祉・生活科学系列の５つの

系列をもつ総合学科の高校である。これらの

科目を学習し，即戦力として地域に貢献でき

る生徒の育成と，専門性を高めるために大学

進学を目指す生徒の育成に努めている。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

（高等学校の例）

課程 学科 １年 ２年 ３年 ４年 計

学 生 学 生 学 生 学 生 学 生

級 徒 級 徒 級 徒 級 徒 級 徒

数 数 数 数 数 数 数 数 数 数

全日制 総合学科 5 185 5 171 5 141

計 5 185 5 171 5 171

教員数 46 名（ 8 名）

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

「報告書の作成」「手紙を書く」「メモを取

る」などの実社会で活用できる国語の能力

の育成～体験活動や「産業社会と人間」等

との連携を始点として～

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

国語科を中心に位置付け，他教科との連携



を考えながら「報告書の作成」「手紙を書く」

「メモを取る」などの社会人として必要とさ

れる言語能力の基礎の育成を目指す。特に研

究２年目・３年目は，２年次生・３年次生が

履修する「国語表現Ⅰ」「国語表現Ⅱ」を他

教科と連携させて，生徒のコミュニケーショ

ン能力の基礎となる言語能力の育成を図る。

本校は総合学科の高校である。本校の育て

たい力に，次の３つがある。

・幅広い進路に対応できる自主学習態度と

能力を育てる「学習力」。

・社会のルールや働く意味，マナーを学び，

社会性の伸長を図る「社会性」。

・発表や体験活動を通して，自己表現力や

聴く力を育成する「コミュニケーション

力」。

特に３つ目の「コミュニケーション力」を

他教科と連携しながら育成するための，国語

科の「書くこと」の指導に焦点をあて，生徒

の到達目標を明確にしながら生徒の自己評価

力を伸ばす。

○［調査研究の対象］

「国語総合」１年次全クラス対象

（平成20年度）

「国語表現Ⅰ」２年次福祉・生活科学系列

クラス対象（平成21年度）

「国語表現Ⅱ」３年次福祉・生活科学系列

クラス対象（平成22年度）

『産業社会と人間』講話を聞きながらメモを取る

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

「国語総合」の授業時に，「近況報告を書

く」「礼状を書く」「報告書の作成」を行って

きた。生徒の作品を読んでみると，誤字脱字

が多く，漢字で書くべきところも平仮名書き

してある。又話言葉が数多く出てくるなど，

添削指導をしなければならないところが多数

あった。このことから生徒は目的に応じた文

章を書くことに慣 れていないと言える。

(1) 他教科が求める「書くこと」についての

単元調査

本校は総合学科の高校で５つの学習系列が

設定されている。各教科主任に対して，「書

くこと」を年間指導計画の中に位置付けて「書

いたもの」を評価対象にしている科目を調査

した。調査の結果，次の科目が上がった。「国

際時事研究」（学校設定科目・地理歴史），「機

械制御実習」（学校設定科目・工業），「社会

福祉実習」（福祉），そして「産業社会と人間」

である。「書くこと」を評価対象の一つにし

ている単元とその内容は次のとおりである。

「国際時事研究」

○「新聞をつくろう」

本校を紹介する新聞作りを行う。

○「小論文を書こう」

新聞記事から課題を見付け，それについ

ての意見をまとめる。

「機械制御実習」

○実習後の実習報告書の作成

「社会福祉実習」

○実習後の実習日誌の作成

「産業社会と人間」

○学習後の学習のまとめの作成

(2) 他教科等への調査内容の分析

他教科等へ調査したことから分かったこと

は，「書くこと」については，大部分が生徒

まかせであるということであった。

科目によっては，目的にあわせた効果的な

文章を書くように口頭による指導は行ってい



る。しかし，どのように書けば，読み手に正

しく伝わる効果的な文章を書くことができる

かなどの具体的な指導（スキルを含む）につ

いては，なされていないのが現状である。

この調査から，「国語総合」の「書くこと」

の指導の役割が，いかに大切であるかを再認

識させられた。そして，「書くこと」は各科

目の学習の基礎として必要であることも再認

識させられた。

４月から，「国語総合」と「産業社会と人

間」とを連携させて「書くこと」の指導を行

ってきた。「報告書の作成」「近況報告を書く」

「礼状を書く」等，目的にあわせて，時候の

あいさつ文・きまり文句などの指導を行って

きた。モデルになる文章を生徒に提示し，そ

れらの真似をさせながら，各自の具体的な内

容を取り込ませる方法で進めてきた。

しかし，他教科と同様に「効果的な文章」

を書く工夫は，生徒まかせの部分が多かった。

学習指導要領にある「相手や目的に応じた題

材を選び，効果的な表現を考えて書くこと。」

の「効果的な表現」をいかに指導していくか

が，平成20年度の研究結果の課題となった。

平成20年度の「国語総合」の授業時に，「近

況報告を書く」「礼状を書く」「報告書の作成」

における生徒の作品を読んでみると，誤字脱

字が多く，本来漢字で書いた方が分かりやす

いところも平仮名で書いてある。さらに，書

き言葉ではなく話言葉が数多く出てくるなど

の，添削指導をしなければならないところが

多数あった。このような状況を考えると，生

徒の多くは目的に応じた文章を書くことに慣

れていないと言える。

職場体験学習

職場体験実習日誌

平成21年度は「国語表現Ⅰ」の授業選択者

である２年次生の福祉・生活科学系列選択者

を指導した。生徒は昨年の「国語総合」で書

くことの学習を繰り返し経験してきているの

で，書くことへの抵抗感は多少和らいで来た

ように思う。９月に「国語表現Ⅰ」の選択者



に対してアンケート調査を行った。その内容

は，書く分野を問わずに文章を書くことが好

きか嫌いか，の質問である。好きと答えた生

徒が４割，普通が３割，嫌いが３割の結果に

なった。文章を書くことが嫌いな生徒が３割

と少なかったのは，昨年度の「国語総合」で

書くことの学習を繰り返し行ってきて，書く

ことに慣れてきた結果だろうと考える。また，

１年次の繰り返し書く学習で，嫌気がさして

書くことが嫌いになった生徒が少ないことも

分かった。嫌いと答えた生徒の理由は，「文

章をうまくまとめられないから。」，また「何

を書いてよいかわからないから。」などであ

る。書く意欲はあっても，どう書いたらよい

かわからないでいるのが本音のようだ。

中学校の国語の先生から「文章の書き方」

で教わったことを箇条書きに書かせた。「５

Ｗ１Ｈのことを教えてもらった。」「相手に分

かりやすいように具体的に書くこと。」「きれ

いな字で読みやすく書く。」「適宜句読点を入

れる。」「気持ちを込めて丁寧に書く。」「敬語

の使い方に注意する。」「できるだけ漢字で書

く。」などであった。日記を１年以上書いて

いたことがあるか聞いてみた。書いていたこ

とがある生徒の数は１割に満たなかった。

この簡単なアンケート結果から，生徒は「効

果的な文章」とはどういった文章表現なのか

が分からないでいることが分かった。どのよ

うな表現が効果的な表現なのかの具体的な評

価規準の作成にかかわってくることだ。どう

いう表現を目指すのか，指導者と生徒が共通

認識をもつことが重要である。

「国語表現Ⅰ」の学習者が夏季休業日に介

護施設での介護実習を体験してきた。２週間

ほどの介護実習である。生徒たちは，毎日実

習記録を取り介護実習報告書を作成した。生

徒が作成した「介護実習報告書」を利用して

「国語表現Ⅰ」の授業を展開した。単元とし

ては「５ことばと人間ステップ ２ 関係に

はたらきかけることば」の学習の教材として

「介護実習報告書」を利用した。介護実習が

終了して授業が始まった９月の初めに「話す

こと」の学習から授業を展開して行った。ワ

ークシートを作成し，問１「校外実習時に実

習先の利用者の方と話をするときに配慮した

ことを書きなさい。配慮した上でうまく行っ

たこと，配慮できずにうまく行かなかったこ

とを書きなさい。」問２「校外学習の中で，

勇気付けられた言葉・傷付けられた言葉・私

を変えた言葉を書き，それについての感想を

書きなさい。」の問題を出した。問１の配慮

できずにうまくいかなかったことの回答とし

て多かったのは，「うまく会話をすることが

できなかった。」「会話を続けることができな

かった。」「コミュニケーションが続かない。」

などであった。これについての解決策を生徒

たちと考えた。問２については，感想の中に

実習に入るのが「怖かった。」や「不安でい

っぱいだった。」などの言葉があった。生徒

はみんな不安を抱えて介護実習に入っていっ

た様子が文章から読み取れた。授業の中で不

安の解消の仕方について話し合った。その後

にもワークシートを作成して授業を進めた。

生徒が回答したものをすべて活字にし印刷し

て配付した。９月の下旬から「実習報告書」

の文章表現についての学習に入った。実習記

録の記入欄」は「本日の目標」「時間」「日課」

「実習内容」「指導を受けたこと」「学び・気

付き・疑問」「１日のまとめ（振り返り，目

標の達成度・反省等）」「指導者の所見」など

から構成されている。この構成の中の「学び

・気付き・疑問」の欄の記述に注目した。こ

の欄は生徒自身が自分で考えないと書けない

箇所である。この記述から「１日のまとめ」

の欄への記入に関連付けて書けると，実習の

効果を上げていく手立てとしての文章になる

のではないかというのが平成21年度の研究で

分かったことである。



平成22年度は「国語表現Ⅱ」の授業選択者

である３年次生の福祉・生活科学系列選択者

を指導している。３年次でも介護施設での実

習の報告書の書き方の学習を継続し，映像を

使った老人介護実習報告会の発表用原稿の作

成を行った。介護実習報告会の聞き手は同じ

福祉・生活科学系列の生徒たちである。福祉

関係の専門用語が多いが，福祉の仕事が分か

らない人にも分かるように書くことを助言し

た。「介護実習」の授業時に映写用のシート

を作成してあり，その説明の原稿を書くこと

は，体験しているので順調に進めることがで

きた。発表時は発表原稿を持参しているため，

安心してスピーチができたようだ。しかし，

質問に対する回答では，聞き手に分かるよう

にうまく説明できない場面が多くあった。即

座に，自分がもっている言葉を活用して説明

できている生徒は少なかった。老人介護の場

合，自分がもっている言葉を的確に活用して

説明することができないといけない。福祉・

生活科学系列の３年次生のほとんどが老人介

護施設への就職が内定し，その他の生徒も福

祉関係の仕事に就くことが内定した今，目的

にあった的確な表現能力を身に付けることを

意識させたいと平成22年度の研究から認識し

た。

福祉・生活科学系列 介護実習授業風景

校外介護実習のための事前指導

介護実習報告書

老人福祉施設での介護実習



３ 成果の普及と今後の展望

平成20年度の研究では，「書くこと」を評

価の対象の一つにしている他教科では，生徒

がどのような文章を書くことを目標として指

導しているのかを調べ，国語科の指導に生か

した。また，他教科のいわゆる「書くこと」

における評価のポイントを知ることによっ

て，国語科の指導と他教科の指導がより密接

に結び付けられることが分かった。その上で

国語科が担うべき「書くこと」の指導法とそ

の評価法を考えることが重要である。

平成21年度は「実習報告書」の文章表現に

ついて学習してきた。「実習報告書」での目

的にあった効果的な表現は，正確に書いてあ

り読み手に分かりやすい表現であることに気

付いた。「正確に書く」には，メモをよく取

っておかないと書けないことに気付かせ，「分

かりやすい表現」とは，読み手によく分かる

適切な言葉を使った表現であることも理解さ

せることができた。適切な表現をするために，

語彙力を付ける学習も行った。

書く力を付けるためには，目的にあった効

果的な文章の例を示すことも有効であった。

その文章を参考にしたり，まねたりすること

で，文章での表現力が広まった。平成21年度

は，生徒の実習報告書を冊子にまとめること

ができた。次年度の生徒の学習に，身近な学

習モデルとして活用することができた。

平成22年度も「実習報告書」の書き方，そ

して介護実習報告会の発表用の原稿の書き方

を学習した。報告書も発表会の原稿作成も順

調に進めることができ，読み手や聞き手にと

って分かりやすい文章を心掛けて書いてい

た。生徒の実習報告書は冊子にまとめる予定

である。これも生徒の身近な学習モデルとし

て活用していく。この２年間の「実習報告書」

の書き方の指導について，読み手を介護施設

の方にした視点で書くように指導してきた。

しかし，内容は自分たちの学習を振り返るた

めのものである。介護施設で日常使われてい

る「介護記録」とは，目的が多少異なるもの

である。「国語表現Ⅰ・Ⅱ」の授業では，介

護施設での「介護記録」の具体的な書き方ま

では踏み込まなかったが，介護専門職の情報

誌などを利用して，目的や書き方の基本まで

を説明した。国語科では，専門用語の解説や

専門的な用語を含み，実際に使われる文章作

成の実践までは踏み込まないが，場面に応じ

て読み手を意識した文章にまとめる力は，国

語科で付ける力であると考える。



平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名 茨城県立友部高等学校
ふ り が な いばらきけんりつと も べこうとうがっこう

校 長 名： 櫻井 茂幸

所 在 地： 茨城県笠間市大田町３５２-１５

電話番号： 0296-77-7676

(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 国語（国語総合・現代文）

≪研究主題≫

伝え合う力を高め，思考力を伸ばす効果的

な指導について ～他教科との連携で培う

キャリア教育の基礎の確立を目指して～

【研究の要点】

■主題設定の理由と研究の対象

本校生徒の実態を分析すると，「普段本を読まない」「自

己表現が苦手である」「（自信をもって）説得力のある文

章が書けない」など生徒の姿が見えてきた。

このような実態をふまえ，国語科を中心として，他教

科と連携して生徒の実態に応じた言語活動の深化・充実

を図ることで，コミュニケーション能力の育成につなが

り，自己表現できる生徒の育成ができると考えた。

■評価の具体例

・語彙の効果を考え，相手，目的及び場面に応じて使い

分けて書くことができる。

・場面に応じて用いる語句やその時の音量，声の調子な

どを工夫する方法を身に付けている。

・表現法を理解し，適切に用いている。 等

■成果と課題

評価規準の設定は，生徒の実態に応じ「話すこと・聞

くこと」や「書くこと」の観点を中心に行った。評価方

法の工夫として，単元ごとの自己評価の活用やプリント

ファイリングの徹底，検印等による確認などを進めた。

研究成果の普及は研究資料のファイリングを行った

り，教員間の研究内容の共有に努めたりすること，ホー

ムページ等で研究内容や取組の公開を進め，広く意見を

求めることにより行う。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

創立33年目，茨城観光百選の一つ「北山森

林公園」に近く，自然に恵まれた環境である。

素直な生徒が多いが，人前で自分の意見や考

えを発表することや自己表現が苦手である。

アンケート調査等により読書量も総じて少な

い傾向にあったが，取組の成果が現れ，学校

図書館の利用が活発になってきている。昨年

の進路状況は23％が大学・短大へ，33％が専

修学校などへ，就職が34％，残りがその他と

なっている。

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 ４年 計

学 生 学 生 学 生 学 生 学 生

級 徒 級 徒 級 徒 級 徒 級 徒

数 数 数 数 数 数 数 数 数 数

全日制 普通科 4 161 4 145 4 134 12 440

計 4 161 4 145 4 134 12 440

教職員数44名（国語科５名）

※第１学年全クラスで国語総合（必履修科目）４単位として

設置。第２学年全クラスで現代文３単位として設置。

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

伝え合う力を高め，思考力を伸ばす効果

的な指導について ～他教科との連携で培

うキャリア教育の基礎の確立を目指して～

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

研究当初の生徒実態（生徒対象アンケートの抜粋）

・普段，本（漫画・雑誌を除く）を読まない。（54%)

・発表をすることや自分を表現することに苦手意識があ

る。（51%)

・学校図書館の利用が少ない。（60%)

・説得力のある文章を書くことに自信が持てない。（46%)

このような生徒の実態をふまえ，国語科だ

けではなく各教科等においても言語活動を意

識的に取り入れ，その基礎的な力を国語科に



おいて養う。養った言語能力を活用したり応

用したりする場面を他教科で意図的に作り，

活用した場面で生じた課題を国語科にフィー

ドバックし，国語科でその改善に努める。

国語科を中心とした学校教育全体で言語活

動の充実を図ることにより，学校教育全体で

キャリア教育の基礎につながると考えた。

○［調査研究の対象］

１年目と２年目は国語総合（第１学年）に

おいて「話すこと・聞くこと」，３年目は現

代文（第２学年）において「書くこと」を意

識し，表現や語句の理解を深めることを調査

研究の中心とした。（※生徒の自己表現力の

把握や指導の工夫改善を図る）

・内容項目（※Ａア）

・自分の大切なものを，クラスメイトに紹

介するスピーチを通して，「自分を他者に

伝える表現方法を学ぶ。

＜身に付けさせたいこと＞

・自分の考えを，言葉で論理的に組み立て，

聞き手を納得させたり，同意させたりする

話をしている。

※内容項目（学習指導要領）

Ａ（話すこと・聞くこと）

ア（様々な問題について自分の考えを持ち，筋道

を立てて意見を述べること。）

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

〔１年〕

〔単元（題材）名〕語彙を豊かにしよう

〔単元（題材）の目標〕

国語
※基礎的な言語力の育成

※言語活動の深化・充実

地歴公民

数学 理科

保体

芸術

家庭

英語

商業

総合的な

学習の時間

情報

特別活動

・相手の立場や考えを尊重し，話合いが目

的に沿って効果的に展開するように話した

り，的確に聞き取ったりして，自分の考え

を深めている。

・様々な語句や慣用句の意味を的確にとら

えることができる。

【具体的な場面】

相手や目的を意識して，学んだ語彙を利用

して文章を書き，評価し合う。

【学習活動】

○「感謝」「お詫び」の手紙を書く。

･どんな点に感謝しているか，これから気

を付ける点は何かを具体的に述べる。

･「感情表現」を入れる。

【㋐評価の観点,㋑評価規準,㋒評価方法

㋐知識・理解

㋑語彙の効果を考え，相手や目的に応じて

使い分けて書くことができる。

㋒ワークシート（記述）

・語句の誤用をしている生徒には，その点

を指摘し，書き直させた。

①生徒の学習の実現状況における把握考察

ワークシートを用い，「内容が具体的であ

るか」，「感情表現を適切に用いているか」等，

評価規準を明確にし，生徒の現状の表現力に

ついて把握できた。

情報科との連携を通して，携帯電話を中

心とした生徒のネット・コミュニケーシ

ョンは自由闊達である反面，はなはだ無

防備であったり刹那的であったりする実

態が把握できた。

②単元全体の考察及び更なる改善の実際等

情報科との連携により，メールを送受信す

る際の「ネチケット」や「手紙」と「メール」

を書く表現の仕方も関連をもって学ばせるた

めに，自己評価や相互評価を適宜取り入れた。

しかし，生徒の自己評価を教員側の評価に

どのようにつなげていけばよいか，また相互



評価を各生徒の評価を実際に行う際にどのよ

うに活用するかに苦心した。効果的な相互評

価の在り方について工夫が必要である。

〔単元（題材）名〕わたしの大切なもの

〔単元（題材）の目標〕

・自分の考えを言葉で論理的に組み立てて

いる。

・用いる語句や音量，声の調子などを工夫

する方法を身に付けている。

【具体的な場面】

班でスピーチを行い，感想カードに記入を

する。

【学習活動】

○班でスピーチを行い，感想カードに記入する。

･工夫している点は，自分も活用する機会

があることを考えてメモをしながら聞く。

【㋐評価の観点,㋑評価規準,㋒評価方法】

㋐知識・理解

㋑用いる語句や音量，声の調子などを工夫

する方法を身に付けている。

㋒行動の観察（スピーチ）

・ワークシート（スピーチの感想）

①生徒の学習の実現状況における把握考察

「自分にとって大切なもの」をスピーチす

る活動を通し，なぜ大切であるのか等，論理

的に話し，実際に「大切なもの」を持参する

ことで，言葉の説明だけではない表現の工夫

を評価することができた。

②単元全体の考察及び更なる改善の実際等

スピーチの題材として，「自分にとって大

切なもの」を設定したが，当初クラスの４分

の１の生徒は「思い付かない」と述べ，身近

なものに対する無関心さが予想以上に顕著で

あった。よって校外学習の事後作文等におい

て，生徒の想像力を刺激する質問項目に答え

させてから作文を書かせるなどの言語活動の

場を増やし，それに応じた評価の設定や工夫

が必要であると考えた。

また，地理歴史科と連携し，生徒が進んで

取り組むような言語活動の場（人物辞典を作

る）を設定した。

■自分の大切なものをスピーチする

■人物辞典を作る

〔２年〕

〔単元（題材名）

紀行文を書く

沖縄民泊体験文（修学旅行事前学習）

〔単元（題材）の目標〕

・目的や場に応じて，言葉遣いや文体など

の表現を工夫して書いている。

・現代社会における言語生活の在り方や言

語表現の役割などについて理解している。

【具体的な場面】

紀行文を書く際の修辞法について学ぶ。

【学習活動】

○直喩法を用いて喩える。

･５種類の例文の比喩を考える。

【㋐評価の観点,㋑評価規準,㋒評価方法】

㋐知識・理解

㋑表現法を理解し，適切に用いている。

㋒ワークシート（記述）

①生徒の学習の実現状況における把握考察

生徒が比喩を一つ考えワークシートに記入

すると指導者が検印し，コメントを記入する

という評価方法により，明確かつ意欲を引き

出す評価ができた。授業後にワークシートを

回収し，授業中に確認できなかった生徒につ

いても，それぞれ上記の方法で評価を行った。

②単元全体の考察及び更なる改善の実際等

「総合的な学習の時間」（修学旅行事前事後

指導）と関連し，具体的に文章を書くために

有効な表現法を学ばせ，どのような視点でも

のを見るべきか，どんなことをメモしておく

ことが大切かを事前に確認することで，修学



旅行を有意義にし，書く能力を高めようとし

た。修学旅行後に書いた紀行文は冊子にまと

め，互いの作品を読み味わわせる。冊子は毎

年編集するものとした。

■どんなことをメモしてくるか班ごとに話

し合う

〔日常の指導について〕

(1) 「人前で自分の意見や考えを発表すること」に対す

る苦手意識を無くす。

→音読や暗唱を授業に多く取り入れる。

（読みを深めつつ，声を出す機会を増やす。）

→場面に応じた効果的な言語活動を考え，取り入れる。

(2) 「自己表現」できる土台を作る。（語彙力の育成）

→学校図書館の利用を促進する。

→基本的な言語能力を育てる。

■声を出す機会を増やす

本校の生徒たちの様子を見ていると，休み

時間は自然に話すことができるが，授業中は

緊張をして人前で話すことに強い抵抗感を感

じるようである。そのため意識的に音読や暗

唱をはじめとした，声を出す活動を授業に多

く取り入れた。読みを深める一方，授業中で

も声を出す機会を多く取り入れていくこと

で，声を出すことへの抵抗感が緩和されるよ

うにした。平成22年には地元の俳優（民間演

劇指導者）を講師として，視聴覚室にて照明

や音響を使用した朗読講座を開いている。

■朗読講座「夕鶴」

※「与ひょう」「つう」「子どもたち」など役ごとに朗読

■生徒の実態に応じた言語活動

生徒の様子をみたり，アンケートを取った

りすると，人前で話すことが苦手であること

の理由に，どのように話したらよいか分から

ないという不安があることが分かった。そこ

でより良い話し方を学ぶために，初めに「聞

くこと」の指導に重点をおいた。

生徒の実態に応じた，効果的な言語活動の

取組として，「メモ取り伝言ゲーム」（聞くこ

とに重点）や「ショウ・アンド・テル」（話

すことに重点）などの生徒同士でコミュニケ

ーション能力を高める活動を行った。

「メモ取り伝言ゲーム」は，列ごとに班を

分けた。「大型台風接近時の連絡網」をメモ

を取りながら伝言して行く。普段会話を交わ

さない者同士でも意識的にコミュニケーショ

ンを図ることができた。また，伝言ゲームを

通して文章の中には「中心的な部分」「付加

的な部分」があり，「中心的な部分」のメモ

を取ることの大切さに気付かせることもでき

た。「ショウ・アンド・テル」は自分が大切

にしているものをスピーチの題材にした。大

切なもののエピソードや考えを付箋にまと

め，スピーチ原稿を作る際に効果的に話せる

順番になるよう並べ替える。スピーチ時には

実際に自分の大切なものを手にとって班ごと

に行い，自己評価・相互評価を行った。効果

的なスピーチ原稿を作ることによって，話す

ことの苦手意識が薄れ，技術も身に付いた。

「幼いときから大切に持っているもの」「趣

味などにかかわるもの」「家族や知人にまつ

わるもの」など，誰しも自分にとっての大切

なものを持っていると考え，スピーチのテー

マとして取り組みやすいと考えた。しかし「大

切なもの」をもたない，思い付かない生徒は

クラスの４分の１ほどに及んだ。普段からの

表現活動への関心の低さが感じられ，物事に

興味をもたせる発問や，学習することの動機

付けの必要性を強く感じた。

■他教科との連携による言語活動の深化・充



実（コミュニケーション能力の育成）

初年度は情報科と教科間の連携をもち，授

業を行うことができた。身に付けた語彙を使

い，文章を書き，それをもとにして班で話し

合いをさせた。情報科との連携においては，

日常使う言葉とメール等で使う言葉は違うこ

とを確認したうえで，実際に使い分けた文を

書いてみるなど，言語感覚を磨くことができ

た。しかし，話合いにおいては普段会話を交

わさない相手とは進んでコミュニケーション

をとろうとしない態度が顕著に現れた。「話

すこと・聞くこと」の指導において，相手が

誰であってもコミュニケーションを図れるよ

うな生徒の育成を目指す指導方法の工夫が求

められることが明らかになり，次年度は先に

述べた「メモ取り伝言ゲーム」等の言語活動

の補充に努めた。

国語科の枠を越えて，本校の生徒たちにど

のような言語活動が効果的であるか，他教科

の教師と話し合う機会を設け，日常的な会話

の中で検討し合った。昨年度は特に地理歴史

科と意見を交わすことが多く，生徒に身に付

けさせたい言語能力は何か議論をし，多面的

なアプローチのもとに授業を組み立てた。

生徒たちに身に付けさせたい言語能力とし

て，自分で調べたものを文章化する（重要な

点を把握する），そして問題を作る，といっ

た情報活用能力が上げられた。

そこで，国語科で事前に「メモ取り伝言ゲ

ーム」を行い，「中心的なもの」をメモする

ことを明確にした。次に世界史で図書室等を

利用しながら世界史上の人物について調べ

た。本やインターネットなど，自分の調べた

ものから，その人物と特定するために大切な

点をまとめ，紹介文を作成し，さらにその人

物が答えになるような問題を作成させた。歴

史上の人物への理解を深めるとともに，情報

の把握をして，相手に伝わるように文章化さ

せることを通し，情報活用能力を高めるよう

にした。

しかし文章化を苦手とし，一言で終わった

しまうものや，長すぎて要点が絞り切れない

ものも全体で８％ほどみられた。

そこで，事後，教科間で話し合った後，国

語科での新聞コラム・作文指導において，生

徒が文章化をしやすくなるような発問を考え

（生徒の好奇心や創造力を刺激する発問をい

くつか用意し，答えさせた後，文章を書かせ

る），書く能力がより身に付くように，将来

的な情報活用能力につながるように努めた。

本校では第２学年の12月に修学旅行（沖縄）

があり，本年度は伊江島での民泊体験を行っ

た。自分たちの住んでいる場所とは異なる地

域を訪れ，文化や言語の違いを直接体験する

ことは，生徒たちにとって貴重な体験となる。

この体験を紀行文として書き記すことで，民

泊体験が自分にどんな変化をもたらしたかを

再認識する機会となる。また自分の体験した

ことを具体的かつ鮮明に他者に伝えるための

技術を学ぶ機会を得ることにもなる。

そこで，具体的に文章を書くために有効な

表現法を学ばせ，どのような視点でものごと

を見るべきか，どんなことをメモしておくこ

とが大切かを修学旅行前に，現代文の時間に

確認させた。表現法やものの見方を学習した

後，民泊体験を通して観察やメモを取ること

を行い，紀行文にまとめるという言語活動を

行うことで，生徒に，分かりやすく具体的に

文章をまとめる能力が身に付くと考えた。

朗読等の授業時に生徒に行ったアンケート

からは「緊張しても人に緊張をみせないよう

に」「はっきり堂々と」「恥ずかしがらずに」

「感情を自由に表現できるように」「伝える

べきことをきちんと」話せるようになりたい

という意見が集まった。「自分の思った気持

ちを素直に表して，それを人に伝えられる自

分になりたい」生徒たちに対し，自己表現が

できるためには，まず聞く姿勢が重要である



ことを学ばせている。朗読の発表においても，

聞き手が真剣に耳を向けることで，良い緊張

感が生まれ，より良い発表ができたことを生

徒たちは肌で実感している。

本校の生徒において，キャリア教育で身に

付けさせたい第一の能力は「コミュニケーシ

ョン能力」と位置付けた。それを踏まえ，他

教科や特別活動等がどのような言語活動を行

い，国語科は他教科とどのように連携し，生

徒に能力を育ませることができるか，エクセ

ルシートを活用し明らかにした。

各教科の教員が，エクセルシートに取り組

んでいる言語活動を入力し，年間にどのよう

な活動が行われているか国語科で把握して効

果的な言語活動の深化・充実（効果的なコミ

ュニケーション能力育成）を図っていく。

■言語活動連携年間指導計画

（エクセルシート）

■語彙力の育成

漢字テストの１回ごとの出題範囲を短縮

し，達成感を重視する方法をとった。それに

より，やればできるとの意識が高まり，生徒

の事前学習の意欲は高く，大多数の生徒が高

得点をあげると同時に自信につながり，確か

な語彙力を身に付けている。また進んで予習

などを行う姿勢を身に付けることにも成功し

ている。漢字を苦手とする一部の生徒に対し

ては夏季休業中などに補講を設けた。

■単元ごとの自己評価及び配付プリントのフ

ァイリング

単元ごとの自己評価の活用（自己評価を記

入した用紙を単元ごとに提出，観点ごとに評

価）

※単元ごとのプリントファイリングの徹底

・各生徒の発見を単元ごとに教室全体へフ

ィードバック，共有することで思考力の育成

を図ることができた。

・生徒の学習意欲を喚起した。

・生徒のつまずきに気付くと同時に，教員

の指導法の工夫改善につながった。

■関心・意欲・態度の評価

検印（スタンプ等）の利用。課題を設定し，

決められた時間内に終わったものに押す。そ

の数をもってノート提出等の際などに指導者

のコメントを記入し，総合的に評価する。

・目に見える形としてその場で評価を受け

られ，生徒の学習意欲の向上につながった。

・目に見える数と指導者のコメントで評価

がなされることで，客観的で公平な評価とな

り，生徒が自分の学習評価を確認できる。

・数や指導者のコメントの内容を競い，互

いに切磋琢磨する姿勢が見られた。

■考査において

考査をする際，「読むこと」「書くこと」「言

語事項」を答えさせる問題の配置を工夫した。

（各領域ごとにまとめて，問題を配置した。）

考査後，生徒が自分はどの領域に課題がある

かの把握がしやすく，教師も各生徒の領域別

の能力把握がしやすいので，個に応じた指導

に生かすことが出来た。

３ 成果の普及と今後の展望

「話すこと・聞くこと」や「書くこと」へ

苦手意識をもつ生徒の学習指導の記録を継続

的に取り，効果的な指導を追究すると同時に

情報を共有していく。「語彙力はあるのに文

章化できない」「漢字等が苦手であり，自分

の考えも出てこない」といったように具体的

に，どのような生徒がいるか，実態を把握す

る。各生徒の実態に応じた指導を考え，実践

し，「この生徒にはこのような指導が効果的

である」という個別の指導法の共通理解を教

員間で図る。研究資料の教員間で共有すると

ともに，研究内容の公開を進める。



平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名 岐阜県立海津明誠高等学校
ふ り が な ぎ ふ けんりつかい づ めいせいこうとうがつこう

校 長 名：蛭川 義髙

所 在 地：岐阜県海津市海津町高須町11-1

電話番号：0584-53-1155

(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 国語（国語総合）

≪研究主題≫

「近代以降の文章を的確に理解し評価でき

る能力の育成」の実現状況の把握のための

有効かつ簡潔な評価規準及び評価方法の研

究

【研究の要点】

○主題設定の理由と研究の対象

近代以降の文章について，「書くこと」と「読むこと」を

関連付けた実践を通して授業改善を目指すとともに，学力

差が大きい学習集団に対して，個人の能力の育成と学習集

団の質の向上を目指した。研究対象は普通科１年生の国語

総合を主体として，他科目・他学年に広げていった。

○評価の具体例

評価を通して個人の能力だけでなく、学習集団の質を向

上させるために以下の３点に留意した。

①記録に残す評価（評定につなげるために記録に残す評価）

と記録に残さない評価（生徒の現状を把握して教師の指

導を改善するために用いる評価）を整理し活用する。

②目標と評価規準を段階化（その言語活動において３年間

で身に付けたい力を明確にし,そこまでの目標と評価規準

を低次から高次へと段階的に整理する）して一単元の評

価を簡潔に行う。

③信頼される評価（なぜその評価なのか，どうすれば「Ａ」

となるのかを明示し,生徒が納得できる評価）を確立する。

○研究の成果

①生徒の書くことに対する抵抗感が減少した。

②学習集団の質の向上

→「国語の時間が楽しい」と回答した生徒が８割超

③学校全体で言語活動を取り入れた授業改善に取り組めた。

○研究の課題

①個人の能力の向上には評価だけでなく様々な視点からの

分析・研究が必要である。

②学力・学習意欲に差がある生徒に対する対応が難しい。

意欲的に取り組めない生徒に対する更なる指導や支援の

方法を研究する必要がある。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

海津明誠高等学校は，創立以来90年の歴史

があり，平成17年度に岐阜県立海津高等学校

と同海津北高等学校が統合し，全日制普通科，

情報処理科，生活福祉科の３学科を設置する

こととなった。岐阜県最南端の地にあり，約

７割の生徒が海津市内の中学校から入学す

る。卒業後は約７割の生徒が進学し，約３割

の生徒が海津市や大垣市にある地元の企業に

就職する。進学する生徒の多くが自宅から通

学可能な愛知・岐阜県内の大学や短大、専門

学校を選ぶなど，地域とのつながりが深い。

学力差は大きいが素直な生徒が多く，授業や

実習などにまじめに取り組む。

平成20年度に普通科１年生の生徒を対象に

アンケート調査を行い，以下のような本校生

徒の特徴を把握した。なお，同様の傾向が平

成21年度，平成22年度の生徒にもみられる。

①勉強や読書が嫌いではなく，大切でやらなければ

ならないと感じているが，実際には取り組めない。

②多くの生徒が勉強は大切で，国語の力を身に付け

たいと思っており，学習に対する意欲はある。

③多くの生徒は自分の国語力について自信はないも

のの、「どちらかといえばできる」と肯定的に捉

えている。

④「情報の取り出し」に対する苦手意識はないが，

的確に取り出せているという自信がない。

このような生徒に対して適切な指導をする

ため，本研究を契機として学校全体で授業改

善に取り組むとともに，平成21年度以降は，

NIE実践校の指定を受け，全教科で新聞を用

いて言語活動の充実の実現に努めている。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

課程 学科 １年 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 3 121 3 117 3 109 9 347

情報処理科 1 36 1 33 1 32 3 101

生活福祉科 1 40 1 40 2 76 4 156

計 5 197 5 190 6 217 16 604

教員数 52名（６名）



国語総合（１年生全員履修：普通科５単位 専門科４単位）

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

「近代以降の文章を的確に理解し評価でき

る能力の育成」の実現状況の把握のための

有効かつ簡潔な評価規準及び評価方法の研

究

(2) 研究主題設定の理由と対象

①［研究主題設定の理由］

平成20年度の調査結果を踏まえて，「書く

こと」と「読むこと」を関連付けた実践を通

して，「情報を的確に取り出す」，「客観的･批

判的に読む」，「自分の考えを論理的に表現す

る」という三つの力を育てることを目指した。

学力差のある学習集団に対応するため，１

年生から相互評価などの活動を積極的に取り

入れて，学び合う機会を多く設けた。こうし

た学習活動を簡潔な評価規準を用いて的確に

評価することで，生徒個人の能力の向上と，

質の高い学習集団の形成を目指した。

生徒に身に付けさせたい言語能力

②［調査研究の対象］

調査研究の対象は，１年生の普通科「国語

総合」とし，各年度の実践を踏まえて次年度

の研究内容を見直した。平成20年度の実践で

は，身に付けたい力は何かを絞りきることが

できないまま多くの目標を立て，評価が煩雑

客観的・批判

的 に 読 む 力

になった。そこで，毎時間の目標だけでなく，

単元全体の目標を明確にすることに留意し

た。

学力や学習意欲の差が大きい本校の生徒に

とっては，複数の言語活動を関連させた学習

が効果的であると考え，一単元で「話合いを

通して読みを深める」など，「話すこと・聞

くこと」，「書くこと」，「読むこと」の各領域

の言語活動を関連させる授業を実践した。特

に，生徒の「書く能力」と「読む能力」の育

成を重視して，調査研究の中心を「書くこと」

と「読むこと」を関連付けた単元に設定した。

平成20年度は，文章を書くことやグループ

での話合い，回し読みなどの学習活動に慣れ

ることを主とした体験重視型の実践を行っ

た。平成21年度は，読んだり書いたりする際

の具体的な技能に着目して実践を行った。平

成22年度は，書くための指導を効果的に行え

るように，テーマを指定して書く実践を行っ

た。

また，平成21年度と平成22年度は，教材に

新聞の投書や記事を用いて実用的な文章の読

解能力の向上を図った。

平成22年度「国語総合」研究対象の単元

分野 内容項目 具体の単元(題材) 評価規準

書く 旧)Ｂイ 投書文を読む・ ○取り上げている事実と

新) 書く（表現「新 その事実に対する自分の

Ｂ(１)ウ 聞に投書してみ 考えが伝わるように書

よう」） く。

【テーマ】「たまにはノー携帯デーを！」

の投書文を読み，自分の意見を書く。

旧)Ｂア 書くために読む ○対比の構造を利用し

新) Ⅰ（評論「水の て，対比した事柄とそれ

Ｂ(１)イ 東西」） に対する自分の考えを書

く。

【テーマ】日本と外国の休日・学校制度な

どを比べて自分の考えを書く。

旧)Ｂウ 書くために読む ○筆者が主張を述べると

新） Ⅱ（評論「言語 きの型に着目して，接続

Ｂ(１)エ は 色 眼 鏡 で あ 詞を適切に用いて自分の

る」） 考えを書く。

【テーマ】「常識や社会習慣は世界共通で

はない。」ということについて具体例を用

いて書く。

読む 旧)Ｃエ 投書文を読む・ ○事実と意見に着目し

新) 書く（表現「新 て，様々な文章を的確に



Ｃ(１)オ 聞に投書してみ 読み取り，自分の考えを

よう」） もつ。

旧 ) Ｃ イ 書くために読む ○対比の構造を理解しな

新) Ⅰ（評論「水の がら筆者の主張を読み取

Ｃ(１)エ 東西」） る。

旧)Ｃア 書くために読む ○接続詞の使い方に着目

新) Ⅱ（評論「言語 して，筆者の主張を的確

Ｃ(１)イ は 色 眼 鏡 で あ に読み取る。筆者が主張

る」） を述べるときの文章の型

に気付く。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

(1) 事例１「投書文を読む・書く」

平成20年度は新聞の投書文を読み比べて

「意見が伝わる文章とは？」について考えた

後，自分の意見を伝える文章を書くことに取

り組んだ。複数の投書文を読み比べたり，回

し読みで他者の文章を読んだりする活動を通

して，自分の文章を客観的に捉えようとする

意識が生まれた。特に，回し読みは他者の文

章を参考にできるため効果的であった。

ワークシートの点検や観察を用いて，生徒

の学習状況を把握した。清書は「意見が伝わ

っているかどうか」を規準に評価を行い，簡

潔で分かりやい評価を心掛け，どのような規

準で「Ａ」，「Ｂ」，「Ｃ」の評価を付けたかを

生徒に説明した。

平成21年度は「事実と意見を区別する」技

能に着目して単元を再構成した。身に付けさ

せたい技能を明確にしたことで，目標と評価

規準がより明確になった。自由テーマにする

と何を書くかを決められない生徒が多かった

ため，平成22年は書くテーマを指定した。書

くテーマについて話合いや発表をしてから書

かせると，ほとんどの生徒が清書を完成する

ことができた。生徒の自己評価から，自信を

付けている様子が分かった。

平成20年度生徒(1年)の自己評価

いろいろな人の書いた投書文を読んで評価することでそ

の人の主張，言いたいことが抜き出せるようになってきた。

また、いい投書文の条件などを考えて，いい投書文はどん

なものか分かってきた。文章に強くなった気がする。分か

りやすい文章の構成とか分かったけど実際やるのは難しか

った。(原文抜粋)

平成22年度生徒の(1年)自己評価

文を書くということは今まで苦手で全然書けなかったけ

どちょっとは書けるようになったと思う。（原文抜粋）

(2) 事例２「対比の構造に注意して読む・書く」

平成21年度は，文章を読んだり書いたりす

るときの技能に着目して単元を構成した。「水

の東西」を教材として，対比されているもの

の内容を整理しながら本文を読んだ後，「あ

いまいな日本人」の一部を別刷り教材として

準備して対比の構造と論の展開に効果的な働

きをしている接続語に注意して読ませた。二

つの教材を続けて読むことで，対比の構造を

確実に理解させることを意図した。

評価はワークシートの点検と定期考査での

対比の構造を含む初出の文章を出題して行っ

た。対比されているものの関係を的確に捉え

ているかどうかを規準として評価した。清書

の評価は「対比の構造を用いて意見が書けた

か」を規準に行った。接続語を的確に用いて

いる文章が少なかったため，本単元の規準か

らは除外して次の指導への課題とした。

平成22年度は，事例１と同様にテーマを指

定して書かせた。また，平成21年度の単元の

実現状況の結果を踏まえて，「事実と意見」

の技能に留意して投書文を書くという単元

(事例１)を行ってから，本単元を実施した。

テーマを指定したことと，実施時期を変更し

たことから，平成21年度よりも更に効率よく

実施できた。

(3) 他学年・他学科への実践

専門科の生徒や普通科の２・３年生の生徒

に対しても「話すこと・聞くこと」，「書くこ

と」，「読むこと」を関連付けながら「技能」

や「書くテーマ」に留意して書くという実践

を行った。平成21年度末に，「『書くこと』と

『読むこと』を取り入れる単元一覧表」を整

理して，どの単元で実践を行うとよいのかを

まとめ，学年及び科ごとの生徒の実態を踏ま

えて，国語科教員全員が一覧表を参考にしな



がら実践を行った。

本校の教育課程は，専門科の「国語総合」

は４単位，普通科の「国語総合」は５単位で

あり，同一科目でも単位数が異なる。専門科

では，普通科の実践を踏まえて，取り組む教

材や「書くテーマ」を変えて実施した。

普通科では「現代文」，「古典」，「国語表現」

などの科目で実践を行った。「現代文」では

「国語総合」と同様に，平成21年度は「技能」

に留意して，平成22年度は「書くテーマ」に

留意して実践を行った。「古典」で物語の書

き換えを行った教材では，現代語訳しただけ

では身に付かない「掛詞」などの知識事項や

物語の内容への理解が深まった。

どの実践においても目標と評価項目を精選

して，簡潔で明確な規準で評価を行うことを

心掛けた。「Ａ」，「Ｂ」，「Ｃ」と評価した理

由を明確に説明し，生徒が自分の評価結果に

納得して，自分の課題や改善すべき点を見付

けられるよう留意した。

平成20年度(2年)生徒の自己評価

古典は嫌いだったけど，こんな面白い文章もあると分かっ

てよかった。

(4) 評価の工夫１

「記録に残す評価と記録に残さない評価」

平成21年の２月にPISA型学力調査分析官の

アンドレア・シュライヒャー氏の講演を聴い

た。シュライヒャー氏の講演は，「『個人の能

力を重視した学級集団を編成している国～

(例)能力別学級編成～』と，『集団の能力を

重視した学級集団を編成している国～(例)平

均値に基づく学級編成～』の成績をみると，

日本のように集団の能力を重視した学級集団

を編成している国の成績の方がよい傾向があ

り，集団全体の能力を高めていくことが大切

である。」という内容であった。

本校のように学力や学習意欲の差が大きい

生徒集団においては，集団全体の能力を高め

ていくことが重要であると考え，評価を利用

して質の高い学習集団を作ることを試みた。

まず，すべての評価活動を評定につなぐの

ではなく，「記録に残す評価」と「記録に残

さない評価」を明確にし簡素化を図った。「記

録に残す評価」は，清書の評価とペーパーテ

ストを活用した。テスト問題は，単元で目標

とした技能を用いて読んだり書いたりする力

を確認するなど，目標とした力の定着が測れ

るよう工夫した。「記録に残す評価」を精選

したことで，評価に要する時間を短縮できた。

「記録に残さない評価」は，ノートやワー

クシートの点検を用いて行った。簡潔で明確

な評価規準を明示して，評価の結果を早く生

徒に伝えることに心掛けた。「どうしてその

評価となったのか」，「どうすればよかったの

か」を明確に生徒に伝えて生徒の意欲を引き

出すことに努めた。また，生徒相互の評価や

自己評価も「記録に残さない評価」の資料と

した。このように「記録に残さない評価」を

用いて生徒の現状を把握して適切な支援を行

ったり，指導を改善したりした。

これらの評価を利用して，個人の能力の向

上と質の高い授業集団の育成を目指した。

「記録に残す評価」と「記録に残さない評価」

平成22年度からは，知識の確認だけではな

く目標とした言語能力を測ることができるテ

スト問題の作成に学校全体で取り組み，ペー

パーテストを用いて有効かつ簡潔な評価の在

り方を探った。



(5) 評価の工夫２「目標と評価規準の段階化」

高校３年間の実践を通して総合的に書く能

力を高めていくことを目指し，単元の成果を

測る課題について，目標と評価規準を段階的

に設定した。

下図のように，一単元の評価規準を精選し，

評価の簡素化を図った。

目標と評価を段階化する ～例① 意見文を書く～

Ｂ段階の目標と評価規準
低 ①活動に意欲的に取り組み意見文を完成する。

②目的とする技能（対比の構造など）を取り入れて

意見文を書く。

③目的とする技能（対比の構造など）を取り入れて

自分の意見を的確に伝える意見文を書く。

④根拠を明確にして自己の考えが伝わるように書く。

⑤自己の考えを伝えるために文章の構成を意識して

意見文を書く。

高 ⑥文章の構成を意識して的確な根拠を挙げて自分の

意見を分かりやすく書く。

(6) 評価の工夫３「信頼される評価のために」

生徒と教師の信頼関係の構築が授業集団と

個人の能力の向上につながると考え，評価に

よって，教師自身の指導上の課題と生徒自身

の学習の取組状況に対する課題を発見し，適

切な評価を行うことをねらいとして，次の点

に留意して評価を行った。

①一つの活動に対する評価項目を精選する。

②学習活動を行う前に，評価規準を明示する。

③評価結果を生徒に説明する。

【事例１】評価規準を明示する

①400字以上書いている。

②事実への意見が分かりやすく表現されている。

→どのように取り組めばよいか明示する。

【事例２】「記録に残す評価」の評価例

《古文の物語の書き換え》

①本文からずれることなく，ストーリーが展開され

ている。

②物語のストーリーに合わせた心情が的確に表現さ

れている。

＊「Ａ」と「Ｂ」→心情表現の量

＊「Ｃ」→内容が本文のストーリーとずれている。

＊「Ｃ」の理由を明示する。→明確で簡潔な評価

この辺が本文とずれている。しっかりと授業に取り組もう。

→「Ｃ」の理由を明示する。



【事例３】「記録に残さない評価」の評価例

《ワークシートの評価例》

〔目標〕授業課題にしっかり取り組む。

〔評価規準〕書いた分量。→簡潔で素早く評価する。

〔Ａ〕意見をたくさん書いた。〔Ｂ〕意見を書いた。

〔Ｃ〕他者の文を写して提出した。「自分で書いてまとめる」

→「記録に残さない評価」を用いて「Ｃ」段階の生徒を

把握して，どう取り組むとよいか伝える。

(7) 評価の工夫４「相互評価と自己評価」

生徒の相互評価と自己評価は，「記録に残

さない評価」として，生徒の現状を把握する

だけでなく，生徒の意欲を高め，授業集団の

質を向上するために用いた。

①相互評価について

文章の表現や誤字・脱字などについて，生

徒相互で指摘し合う方が，表現に気を付けよ

うという意識が高まり，効果的であった。生

徒は同級生の文章を評価することを通して，

自分の文章を客観的に捉える視点をもつよう

になった。慣れてくると，教師と同じような

視点で的確な評価を行う生徒や，質の高い評

価を行って自分の文章に生かそうとする生徒

も現れた。その一方で，表記などの表面的な

評価にとどまり自分の文章を改善しようとし

ない生徒に対する指導が必要となった。

②自己評価について

自己評価を継続すると，意欲的に取り組み，

質の高い評価ができるようになる生徒がいる

反面，表面的な評価を繰り返す生徒もいた。

(8) まとめ

３年間，国語科を中心に学校全体で生徒の

言語能力の向上と授業改善を目指して取り組

んだ結果，記述問題の無解答率が減少するな

ど，書くことに対する生徒の抵抗感が少なく

なった。記述する生徒が増えたため，書く能

力に課題があると思われる文章が増えたもの

の，書けたことで自信を付けている様子が自

己評価からうかがえる。普通科の３年生の調

査では８割以上の生徒が「国語の授業は楽し

い，まあ楽しい」と解答している。他教科の

教諭から「生徒が単語ではなく文章で話すよ

うになった。」という報告もあり，明確な目

標と評価規準で簡潔な評価を行うことで，学

習集団の質が向上するなど，様々な成果が得

られた。

３ 成果の普及と今後の展望

今後は，研究の成果を生かして各単元・各

授業で身に付けたい言語能力を明確にして，

授業実践を継続していく。評価を行うことが

授業集団の質の維持と向上に有効であること

を他教科にも十分に伝えて，各科・各教科の

授業改善の一助となるようにしたい。また，

新聞を有効に活用して，言語活動の充実と授

業改善を引き続き行っていく。

成果の普及については，ＨＰの作成，研究

発表会の開催や岐阜県国語教育研究会の会報

への報告など，様々な機会を通して行う予定

である。

Ｑ１３．国語の授業は楽しいと感じますか？

楽しい
41%

まあ楽しい
43%

あまり楽し
くない
13%

楽しくない
3%
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