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学校名 前橋市立前橋高等学校
ふ り が な まえばししりつまえばしこうとうがっこう

校 長 名：奈良 知彦

所 在 地：群馬県前橋市上細井町2211番地3

電話番号： 027-231-2738

(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 公民（政治・経済）

≪研究主題≫

資料から読み取った知識に基づいて課題

を考察する能力の育成と評価に関する研究

【研究の要点】

1 主題設定の理由

学習内容から課題を見いだすこと，そして，見いだし

た課題の解決方法について他者の考えとの調整を行いな

がら考察し，解決に向け考察することができる能力を育

成することが，課題に取り組む際に必要な能力となると

判断したことが主題設定の理由である。

2 研究の対象

学習の領域については，生徒にとって将来の生活の中

で政策に対する判断を求められる内容すべてを対象とで

きるが，高校生の日常生活において，多少なりとも体験

的な要素と関連させることのできる内容を考え，「現代の

経済」の分野に研究の対象を設定した。

3 評価の具体例

学習活動から課題を見いだすためには，関連した知識

とその内容を理解していることは前提条件となる。この

ことに関する知識・理解を評価規準とすることは可能で

あるが，今回の研究は知識・理解の上に立って，その知

識を活用することができるかを評価の対象としている。

そのため，知識を「資料」と捉え，学習内容から課題を

見いだし発信する能力を「資料活用の技能・表現」とす

る。課題を他者と意見交換の中で考察し，課題解決に向

けた意見をまとめていく段階を「思考・判断」とした。

研究を進めていく中で，生徒が課題を見いだす過程に

おいて，どのような状況が考察すべき課題の対象となる

のかを見いだす能力（「問いを立てる力」と表現する）に

ついての評価も可能と考え，その評価規準についても研

究対象とした。新たな評価規準としての考察を試みたが，

研究報告会の熟議の中で，学習指導要領の評価規準にお

ける「資料活用の技能」の領域であるとの判断に至った。

４ 成果と課題

授業を展開するときに授業計画を構築する。計画に基

づいた授業展開となるべきであるが，生徒が学習内容を

教師のイメージと同じレベルでイメージできるかどうか

を確認することが必要であると考えている。この段階に

おける学習内容のイメージのスケールが異なると内容理

解も異なってしまう。イメージのスケールを極力合わせ

るために学習内容の可視化を行った。学習対象となる教

科書の文章を資料とし，その内容を図式化させた。

図式化から，学習内容の捉え方や内容のつながりが個

々の生徒で異なっていることを確認することができた。

教師が，「生徒は理解した」と判断しても，言葉での説明

（箇条書きにまとめたプリントや板書を含む）だけでは

学習内容の的確な理解はできてはいない。また，学習内

容を図式化する作業を通して，課題となる内容を図式化

することはできても，そのことを説明（教科書に準拠し

た説明）することが取り掛かり当初は困難であった。学

習内容からの資料の取り出し方や，取り出した資料を説

明するときの規則性等についての作業経験がない場合は，

作成した図式を系統的に説明することが困難な状況であ

った。このことは，学習の中心となる用語の指定や説明

の順番（時間経過順，対象とするものの規模の順など）

を定めることによって解消することがかなった。

図式化した内容が説明できる段階になると，生徒は自

分の説明の中に納得できない箇所を発見することができ

るようになった。その生徒における「解決すべき課題」

の発見である。見いだした課題を個々の生徒が持ち寄る

形でグループによる話し合いへと移行した。相互の課題

を表明しながら，グループ全体として最も解決しなけれ

ばならないと判断する課題を選定させた。他者との課題

の比較とコミュニケーションにおける最重要課題の選定，

その過程における課題解決に向けた意見交換は，自ら課

題を見いだした生徒にとって困難な取組ではなかった。

＊政策内容の質的内容は研究対象外である。



Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

前橋市によって設置された普通科男女共学

の高校である。男女の構成比は各学年とも男

子:３，女子：７となっている。通学区域の

指定があり，前橋市外からの入学者は学年定

員の20％（平成23年度入学生より撤廃）であ

る。そのため生徒の８割が前橋市による同質

の教育内容による指導を受けている。

多くの生徒が進学を希望しているが，推薦

入試で専門学校に進学する生徒から一般入試

で大学を受験する生徒までおり、生徒の進路

希望は多岐にわたっている。

生徒の進路希望を実現するため，「学習し

た知識を社会常識の中で理解し，実践できる

レベルで身に付け，自らのキャリア形成の実

現に向け，広い視野に立って課題を見いだし，

その効果的な解決に主体的に取り組むことが

できる生徒を育成すること」を本校では目標

に掲げ指導を行っている。

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 計

全 普 学 生 学 生 学 生 学 生

日 通 級 徒 級 徒 級 徒 級 徒

制 科 数 数 数 数 数 数 数 数

計 ６ 240 ６ 236 ６ 235 18 711

教員数４１名（２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

資料から読み取った知識に基づいて課題

を考察する能力の育成と評価に関する研究

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

学習内容から課題を見いだして，解決に向

けた取組について考察し，社会との関わりの

中で適切な行動へとつなげることができる能

力を身に付けることが必要であると考えたこ

とが研究主題の設定理由である。課題解決の

方法について，他者の考えとの調整を行いな

がら考察することができる能力を育成する指

導の方法と評価を調査研究のねらいとしてい

る。

○［調査研究の対象］

３年生の政治・経済，「現代の経済」の領

域を調査の対象とした。対象をこの領域に設

定したのは，学習内容から課題を見いだし，

課題を解決するために取り組むべき事柄につ

いて考察できるようになる能力を育成する指

導を行うとき，より多くの場面で活用するこ

とになる分野が経済分野であると考えたから

である。

教科書の文章で「資料活用の技能・表現」

の対象となる部分を生徒に提示し，その内容

を図式化させる。図式化させた内容の説明を

行ったのちに，生徒には図式の説明文を作成

させて内容理解の深化をはかる。一人ひとり

に学習内容の文章や図式化した内容等から考

察すべき課題を見いださせる。各自が見いだ

した課題はグループでの検討を通して，課題

を解決する道筋を考察させる。これらの取組

に対し，「資料活用の技能・表現」と「思考

・判断」「関心・意欲・態度」の観点から評

価を行うことができることを検証する。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

(1)評価の具体例について

学習指導要領の大項目(２)現代の経済「ア

経済社会の変容と現代経済の仕組み」の内容

で扱う政府の経済的役割の中から国債につい

ての学習活動を取り上げ評価と考察を行う。

生徒の学習状況に対する評価は評価の観点

別に以下の通りとした。

①関心・意欲・態度について

財政の仕組みと経済全体の動きのかかわり

について，国債の仕組みや現在の状況を示し



た資料やワークシートの作業を通して学習す

る内容に関心を示すと共に，課題解決に向け

意欲的に取り組むことができる。

②思考・判断について

国債の仕組みについて得た知識を基に，国

債の発行額や国債依存度が将来の日本に及ぼ

す影響について思考することができる。

国債の発行が国民の経済に及ぼす影響につ

いて思考するとともに，その状況が日本の経

済活動に与える影響について判断することが

できる。

③資料活用の技能・表現について

提示された資料からさまざまな情報を読み

取り，自らの考察によって情報相互の関係を

図式化することができる。図式化した情報を

もとに，学習内容の概要，課題，課題解決に

向けた方法について表現することができる。

④知識・理解について

財政の仕組みと経済の動きについての知識

を身に付け，財政における国債の役割や国債

が経済全体に及ぼす影響について理解するこ

とができる。

(2)考察について

今回の研究の成果として，学習内容を確認

するときに，その内容を可視化することの有

効性と，可視化による課題発見の効果を確認

することができた。この学習活動の取組を整

理すると，次の項目を経ながら課題解決に向

けた取組を行っていることになる。

①知識に基づいた資料活用の技能・表現

②内容理解の確認（知識・理解）

③学習内容の説明（理解による思考・判断）

④課題の発見（問いを立てる力）

⑤課題の討議（コミュニケーション能力）

⑥自他との検討（言語活動の充実）

⑦課題の多角的検証（思考・判断）

この項目の中で生徒が対応することが困難

であると評価できる箇所が，その生徒の学習

がつまずいている点である。生徒自身は自分

の学習のつまずきの箇所に気付かないか，発

見できない場合が多い。学習の過程を明示す

ることで，生徒自身による自己分析も可能と

なる。学習活動を進めていく上で，学習の滞

ってしまった箇所の確認を行うことができれ

ば，その箇所に立ち戻って取り組むことは容

易である。学習内容の可視化と学習の過程の

明示により，学習の筋道を生徒が理解できる

ことは学習内容の理解を促進すると考えてい

る。

(3)指導の改善について

指導の改善点としては，政治・経済という

科目の特性から，学習した内容をもとにより

多くの幸福を実現するための政策について考

察させる授業形態を導入することである。今

回までの取組で，制度の理解と現状，課題を

見いだす取組については確認することができ

た。次の段階として，政策を実施する立場か

らの学習を行い，異なる立場における考え方

をもとに考察させることで，課題を多角的な

面から解決できるようにするための視点を形

成し，政策立案と政策実施について生徒の考

察力を深化させたい。

３ 成果の普及と今後の展望

(1)成果の普及

成果の普及については，群馬県高等学校教

育研究協議会公民部会の研究授業で公開し，

研究の経緯について同会の会誌に掲載するこ

とで普及を図った。校内においては他教科の

先生が参加する研究授業において今回の方法

を実践することで普及を図った。

(2)今後の展望

今後は，生徒の「課題を見いだす能力」を

従来以上に引き出す方法の導入や，より具体

的な政策に関わる議論を行うことができるよ

う授業形態に工夫を凝らしたい。



 

 

平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫
 

学校名
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 校 長 名：横山 恵子 

 所 在 地：神奈川県大和市つきみ野 3-4 

 電話番号：046-274-0026 

(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 公民（現代社会）  

 

《研究主題》 

様々なメディアを通して情報を収集・活用

する能力の育成と評価に関する研究 

 

【研究の要点】 

《調査研究の単元（題材）と学習活動，評価の観点》 

ⅰ）企業の社会的役割 

企業の社会的責任（CSR）に関して，指定した企業のホー

ムページを調べ，その記載内容からワークシートに示した

コンプライアンスやメセナなどの用語に関係する内容を，

それぞれ記述させることで「資料活用の技能・表現」を評

価した。また，それぞれの内容の考察をワークシートに記

述させることで「思考・判断」を評価した。 

ⅱ）メディアと世論形成 

１つの裁判に関するニュース番組とドキュメンタリー番

組を視聴させ，メディアと世論の関係について考察させた。

また，この事件や死刑制度に関する新聞記事等を参考に，

裁判員制度や死刑制度についての自分の意見をまとめさせ

た。 

ⅲ）現代の民主政治と民主社会の倫理 

7 月の参院選にあわせた模擬投票を利用し，各政党の主

張や公約等を，新聞記事や選挙公報等のメディアからワー

クシートに項目ごとにまとめさせ，考察させた。 

Ⅰ 研究指定校の概要 

１ 学校・地域の特色及び実態 

本校は全日制普通科高校として昭和 37 年

10 月に開校し，昭和 38 年 4 月に第１回入学

式を挙行してから，今年で 48 年目を迎えた。 

真摯な学び・責任と自覚に基づいた自由・

寛容が本校の伝統であり，教育目標には「知

・徳・体ともにそなえた円満にして実践力の

ある国民の育成」を掲げ，「個性の伸長」，

「責任と協調」，「心身の健康」の３つを教

育方針としている。 

平成 19 年度から 21 年度までの 3年間，神

奈川県教育委員会から「国語力向上」拠点校

の指定を受け，話す力・聞く力・書く力・読

む力など，豊かな表現力・創造力，確かな読

解力・思考力の育成に向けた研究や教育活動

を実践してきた。 

さらに，平成 20 年度からは「学力の把握

に関する研究指定校」として，目標に準拠し

た評価についての実践的な研究を行うとと

もに，シラバスの改善に取り組んでいる。 

また，平成 22 年度より 3 年間，神奈川県

教育委員会から「学力向上進学重点校」の指

定を受け，「読解力」を育成する授業開発･

授業力の向上に努めている。 

特別活動については，体育祭，文化祭，球

技大会等の多様な学校行事を展開しており，

恵まれた自然環境の中で，生徒は，学習・部

活動・学校行事に熱心に取り組み，充実した

高校生活を送っている。 

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 
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全日制 普通科 ７ 280 ６ 240 ７ 281   20 801

計 ７ 280 ６ 240 ７ 281   20 801

         教員数 46 名（ 6 名） 

※研究対象の科目の開設状況：１学年必修科目として２単位設定 

 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 

様々なメディアを通して情報を収集・活用

する能力の育成と評価に関する研究 



 

 

  (2) 研究主題設定の理由と対象 

 ○［研究主題設定の理由］ 

公民科では，諸資料から有用な情報を読み

取り，それを活用して主体的に課題を追究

し，自分の考えを表現する学習指導の工夫が

必要であるが，実際の授業や評価は，まだ「知

識･理解」に偏りがちである。そこで，現代

社会の諸問題についての資料を，主体的に選

択して活用する能力を育成し，「思考･判断」

「資料活用の技能･表現」の観点から，学習

の到達状況の把握方法や評価規準・評価方法

について研究する。 

 ○［調査研究の対象］ 

1 年生の現代社会全般を通じ，「メディア

リテラシー」の観点を中心に，1 年目は，経

済学習と現実の経済活動の橋渡しとして，2

年目は，世論とマスメディアとの関係を体験

的に理解するために，3 年目は，良識ある公

民として必要な能力と態度を育成するため

に，メディアを利用した授業展開と学力の把

握に関する研究を進めた。対象をこのように

設定したのは，生徒は中学の社会科（公民的

分野）で政治や経済分野を学習しているが，

知識の習得が中心であり，基本的な政治や経

済の用語は知っていても，その内容や現実の

政治や経済の活動との関係についての理解

が十分ではないと考えたからである。 

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善 

ⅰ）企業の社会的役割 

この単元では，指定した企業のホームペー

ジを調べ，その記載内容からワークシートに

関係する内容を記述させることで「資料活用

の技能・表現」を評価した。また，その内容

についての考察を，同じくワークシートに記

述させることにより「思考・判断」を評価し

た。 

多くの生徒は「コンプライアンス」や「メ

セナ」などの語句を，知識の習得だけでなく，

実際の企業の活動として知ることにより，一

層具体的に理解することができたようであ

る。一方で企業の広報活動として肯定的に考

察することはできるが，問題点を指摘したり

批判的に考察することが十分ではないため，

多面的・多角的に判断する力に乏しさがみら

れた。 

同時に，現在の経済情勢と関連させて企業

の社会的責任とは何かを，多くの生徒に考察

させるところまで到達しなかったため，今年

度は公害問題や消費者問題を先に取り上げ，

導入に企業の不祥事の記事などを提示する

ことで，企業の社会的責任とは何かという根

本的な問いかけと，現在の経済情勢における

雇用等の状況との関連性を考えさせるよう

な学習指導を心がけた。 

ⅱ）メディアと世論形成 

この単元では，平成 11 年に山口県で起き

た｢光市事件｣の差し戻し審(広島高裁)判決

を受けたニュース番組(平成 20 年 4 月放送)

と，この事件の被告人の弁護団の 300 日を追

ったドキュメンタリー番組(平成 20 年 10 月

放送)を視聴させ，メディアと世論の関係に

ついて考察させた。また，あわせて裁判員制

度や死刑制度についての自分の意見をまと

めさせた。 

具体的には，それぞれの番組を視聴したあ

と，ワークシートにそれぞれの番組につい

て，次の同じ質問を答えさせた。 

ア）死刑判決についてどう思うか 

イ）被告人の弁護団についてどう思う

か 

その上で，｢資料活用の技能･表現｣の評価

資料として，この２つの番組の内容に関する

生徒の記述を活用した。具体的には， 

ア）それぞれの番組視聴後の死刑判決に対

する自分の考えを，番組内容を踏まえて記述

しているか。 

イ）被告人の弁護団について，番組内容を

踏まえて記述しているか。 



 

 

単に判決や弁護団に対する是非を述べて

いる場合は 1点，その結論を導き出すまでの

番組に対する考察が含まれていれば 2 点と

し，それぞれ 2点ずつ，２つの番組について

の記述を合計 8 点満点で評価し，7 点以上を

Ａ，4～6点をＢとした。 

次に，２つの番組を比較してマスメディア

と世論の関係に関する考察を｢思考･判断｣の

評価資料として活用した。ニュースとドキュ

メンタリーの違いから，マスメディアに世論

が影響されることが実感できていればＢ評

価，さらに，その原因や情報の受け手側の問

題点の指摘，裁判員制度や死刑制度への視点

が含まれていればＡ評価とした。 

｢資料活用の技能･表現｣についての評価で

は，4 項目の生徒の記述を採点する作業は，

比較的容易であったが，2 点法としたため多

くの生徒が 2点となり，Ａ評価が多くなった。 

また，｢思考･判断｣についての評価でも，

マスメディアと世論という比較的わかりや

すいテーマであったためか，しっかりと記述

している生徒が多くこちらもＡ評価が多く

なった。 

結果としてはＡ評価が多くなったが，文章

を評価する際に細かく点数化しすぎず２点

法程度で評価するこの評価方法は，今後行わ

れるであろう，他の実践におけるモデルケー

スになると考える。 

この実践では前年度の反省を生かし，ワー

クシートの質問項目や，授業での題材に工夫

をし，比較的効率よく評価につなげられた。

特に，同じ事件に対する２つの視点という，

情報のあいまいさと危うさを生徒が実感し

やすかったこともあり，生徒の記述内容もこ

ちらのねらいに沿っているものが多かった。 

一方で，ひとつの情報から今回のような異

なった視点を持つことができているかが，本

来の学力の把握や，裁判員制度などの社会参

加につながり，今後も研究を継続することに

より，生徒の情報収集能力や情報活用能力の

さらなる育成を図る必要性を再認識した。 

世論とマスメディアに関する考察のＡ評

価の例 

①自分自身もニュース番組を見たときは

弁護団が悪いと思っていて，ドキュメンタリ

ーを見たら弁護団は悪くないと思い，メディ

アに流されてしまいました。マスメディアの

放送は事件のすべてではないと思っていた

はずなのに，流されてしまったので，マスメ

ディアの影響を改めて感じました。世論をつ

くるのはマスメディアなのだから弁護団の

こともしっかり報道すべきだと思いました。

ニュースは多くの人が見るけど，ドキュメン

タリーは一定の人しか見ないので，世論がつ

くられるニュースで被告人側のことも報道

し世論をつくっていかなければならないと

思いました。 

②私自身も２つの番組を見て事件への感

じ方が全然違った。１つ目の番組の事件の概

要では見えなかった弁護団の様子と被告人

の殺意についてが，２つ目の番組では詳しく

なっていて，報道番組の意図や目線によって

情報を受ける人の感情が左右されて世論に

なっていくと思う。殺意があったかは本人に

しか分からないから，メディアによってつく

られる見方で差し戻し審で死刑になったり，

刑が軽くなったりするのは怖いことだと思

う。 

③ニュースは被害者側，ドキュメンタリー

は被告人側というように，誰の視点であるか

によって随分と印象が違うと思った。誰に共

感して欲しいかによって番組や記事は同じ

内容でもいくらでも飾り付けられる。改めて

メディアが人に与える印象の大きさを実感

した。ひとつの番組・記事だけを見ていたら

偏った思考になりかねない(最も客観的だと

思うニュースでさえ一方の立場のみで伝え

ることもある)。それを避けるためにはまっ



 

 

たく情報を取り入れないのではなく，多くの

視点の情報にたくさん触れ，自分で判断する

ことが必要だと思う。 

ⅲ）現代の民主政治と民主社会の倫理 

この単元では，神奈川県教育委員会の進め

る，シチズンシップ教育の一環として実施し

た 7 月の参院選にあわせた模擬投票を利用

した。 

なお,模擬投票を実施するねらいとして神

奈川県教育委員会は，「政党政治や選挙など

に着目して世論形成と政治参加のもつ意義

について考察させるとともに，近年の選挙に

おける若年層の投票率低下や政治的無関心

の状況等を踏まえ，将来の主権者の育成とい

う課題に対して，模擬投票を通して具体的な

投票方法や立候補者・政党等の選び方を体験

させることにより，議会制民主政治の根幹で

ある政治参加（選挙）への動機付けとし，社

会の形成者として必要な資質を育成する。」

（シチズンシップ教育 平成 22 年度模擬投

票実施に向けて 指導用参考資料 4 ペー

ジ）としており，本研究主題との関連から各

政党の主張や公約・マニュフェスト等を，新

聞記事や選挙公報等のメディアからワーク

シートに項目ごとにまとめさせ，考察させ

た。 

具体的には，任意の政党を３つ以上，政策

の項目を５つ選ばせ，それぞれの政党の公約

・マニュフェストや主張の内容を，選挙公報

や新聞記事，インターネット等を使って調べ

ワークシートにまとめさせ「資料活用の技能

･表現」の観点として評価した。また，その

公約等の内容を比較，考察させ，「思考･判

断」の観点として評価した。 

参院選が 7月の定期試験中であったことも

あり，選挙公報を使用して授業の中で行うこ

とはできなかった。参考資料として，新聞記

事による各政党の主張の比較をまとめたも

のや，選挙公報を教室に配布することで，自

宅課題としてワークシートを模擬投票後に

回収した。 

政党の公約等の内容については，概ね良く

まとめられており，「資料活用の技能･表現」

の観点では 7 割以上の生徒にＡ評価を与え

た。一方で一部の生徒には，公約等の内容を

十分に理解できずワークシートの項目立て

に不十分な者も見られた。考察に関しては，

単なる賛否のみの記述が目立ち，多面的･多

角的な判断という意味では不十分な者も半

数程度見られた。 

特に「思考･判断」の評価については，公

約を様々な角度から分析したり，政党間を比

較したりできるようにワークシートを改善

していく必要がある。 

３ 成果の普及と今後の展望 

多数の生徒の学力をより正確に把握する

ためには，効果的なワークシート作りの研究

を進めることが何よりも重要であると考え

る。特に生徒の「思考・判断」や「資料活用

の技能・表現」の評価に際し，生徒が文章と

してあらわしたものをどのような規準で，効

率よく評価するかは非常に難しい。 

また，生徒のアンケートでは，新聞やＤＶ

Ｄ，ホームページなどのメディアを利用した

授業にはかなり肯定的な意見があった。その

一方で，ワークシートの設問が抽象的で答え

にくいという意見も少なからずみられた。記

述例を示したり，設問を具体的にすると同時

に，細分化するなどしてより正確で迅速な学

力の把握につなげたい。 

この 3年間の研究を通じて，課題の完全な

解決には至らなかったが，ワークシートの設

問の工夫や，メディアを利用した学習の到達

状況の把握方法や評価規準・評価方法につい

てのいくつかのモデルは見い出せたと考え

る。今後は校内の授業見学や，他校への公開

･研究授業などを通じて，成果の普及を図っ

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 広島県立福山誠之館高等学校 

 校 長 名：平盛 吉昭 

 所 在 地：広島県福山市木之庄町 6-11-1 

 電話番号： 084-922-0085 

(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 公民（現代社会） 

  ≪研究主題≫ 

「現代に生きる私たちの課題」の単

元を中心とした，学習指導要領に定

める目標等の実現状況の把握  

【研究の要点】 

「現代に生きる私たちの課題」の単元について，「 探

究 的 学習に取り組ませれば，『関心・意欲・態度』を高め

るとともに，『思考・判断』力が育成できる。」を研究仮

説として取り組むこととした。平成 21 年度からは，「技能

・表現」の観点の評価についても調査研究することとした。

「関心・意欲・態度」の評価については，授業前後にお

ける生徒の変容を評価する必要から，生徒の自己評価と生

徒同士の他者評価，ワークシートに記述された授業前後の

生徒の感想，疑問点の比較，指導者による観察などを複数

活用すれば評価が可能ではないかと考える。 

「思考・判断」，「技能・表現」の評価については，簡

潔な評価方法の開発という点を重視し，思考し，判断した

結果としての知識の相関図，スライド，図式作成状況をも

とに評価が可能ではないかと考える。 

今後の課題は，授業前後の生徒の思考の変容等が把握で

き，生徒自身も思考の深化が可能となる図に改良すること

である。 

 

Ⅰ 研究指定校の概要 

１ 学校・地域の特色及び実態 

生徒は，地元中学の上位層が進学して 

きており，総じて学力的には高いものが

あるが，自ら進んで学習課題を見付けて

取り組もうとする態度や学習課題の解決

に向けての思考・判断の更なる育成が課

題となっている。プレゼンテーション能

力も高いものがあるが，多面的・多角的

に考察して自己の意見を表明するという

点についても課題がある。 

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 ４年 計 

  学

級

数

生

徒

数

学

級

数

生

徒

数 

学

級

数 

生

徒

数 

学

級

数 

生

徒

数

学

級

数

生

徒

数

全日制 総合学科 8 322 8 297 8 315   24 934

計  8 322 8 297 8 315   24 934

            教員数６２名（２名） 

「現代社会」は，２年次あるいは３年次での必履修科目

としている。今年度，２年次で「現代社会」を履修してい

る生徒は８学級中４学級の 142 名である。（残りの４学級

156 名は次年度の履修となる。）３年次で「現代社会」を

履修している生徒は，８学級中４学級の 174 名である。 

   今年度，２年次で履修している 142 名については，次年

度は学校設定科目である「現代社会研究」を２単位選択し，

「現代社会」についての学習を深めることのできる教育課

程になっている。 

 

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 

「現代に生きる私たちの課題」の単

元を中心とした，学習指導要領に定

める目標等の実現状況の把握  

  (2) 研究主題設定の理由と対象 

 ○［研究主題設定の理由］ 

現代社会に対する関心を高め，いかに生き

るかを主体的に考えることの大切さを自覚さ

せることがねらいである「現代に生きる私た

ちの課題」の単元について，「探究的学習

に取り組ませれば，『関心・意欲・態度』を

高めるとともに，『思考・判断』力が育成で

きる。」を研究仮説として取り組むこととし

た。 

平成 21 年度からは，「技能・表現」の観点

の評価についても調査研究することとした。 

又，この単元は，地理歴史科の教科内容と

関連する部分が多く，公民科と地理歴史科の

教員とが協力しながら研究することが可能で

ある。 

 ○［調査研究の対象］ 

「関心・意欲・態度」及び「思考・判断」

の観点について，平成 20年度は単元「現代に



 

 

生きる私たちの課題」の学習の「まとめ」の

探究的学習，平成 21 年度は単元の「導入」の

探究的学習，平成 22 年度は単元の途中である

「循環型社会と自己の生き方―レジ袋の有料

化は是か非か？―」の探究的学習を調査研究

の対象とした。 

又，平成 21年度からは，上記の２つの評価

の観点に加えて，「技能・表現」についても

調査研究することとした。これは，我々は言

語を用いて思考し，判断するため，「思考・

判断」と「技能・表現」が密接に関係してい

ると考えたからである。 

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善 

（１）平成 20 年度の取組 

単元「現代に生きる私たちの課題」 

－単元の「まとめ」の探究的学習－ 

①授業内容 

「地球温暖化」，「原油価格の高騰」，

「世界経済の悪化」等のキーワードを原因

－結果の矢印でつないで，ワークシートに

記載されている知識の相関図を作成させ

る。 

②「関心・意欲・態度」の評価について 

本単元の評価規準 

「現代社会の諸問題について自ら疑問を

持ち，原因－結果について意欲的に追究

しようとする。」 

具体的な評価方法としては，質問紙法と

ゲスフーテストを活用した。 

「関心」，「意欲」の評価については，

授業の導入期・展開期の学習課題への取組

状況に対する生徒の自己評価と他者評価を

用いて評価したため，授業の前後で「関心」

がどう高まったかという評価が難しかっ

た。授業前後における生徒の変容を評価す

るため，授業前後の生徒の学習課題に対す

る感想，疑問点の比較を重視するように改

善が必要である。 
③「思考・判断」の評価について 

本単元の評価規準 

「現代社会の諸問題の現状について課題

を見付け出し，多面的・多角的に考察し

て原因－結果についての一般性の高い法

則を認識する。」 

「思考」の評価については，知識の相関

図を作成するワークシートの状況，さらに

授業前後に行うウエッビングによって作成

したワークシートの比較を通して評価し

た。次の図は，生徒が作成した知識の相関

図である。 

ウエッビングの評価については，生徒が

相互関連をどこまでつかめているのかの概

略を指導者が把握するには適しているが，

ウエッビングの中に示された社会事象につ

いての原因－結果を表す矢印（→）の向き

・太さから，生徒がどのように思考したの

かという矢印の意味を判別することが煩雑

となった。評価方法として用いるには難し

いと判断し，平成 21 年度からは評価方法か

ら除外した。 

（２）平成 21 年度の取組 

単元「現代に生きる私たちの課題」 

－単元の「導入」の現代社会の諸

問題を鳥瞰する探究的学習－ 

①授業内容 

21 世紀は水資源争奪が重要な国際問題に

なると指摘される水資源の問題を取り上げ

た。水資源の問題を多面的・多角的に考察

することを通して「現代に生きる私たちの

課題」としての諸問題を鳥瞰することがで

きると考えたからである。さらに，これら

の諸問題が引き起こす国際紛争や背後にあ

ってその原因ともなる南北問題に目を向け

ることが可能になり，本単元を越えた経済

や国際政治分野の学習にも繋がっていく要

素を持った学習テーマとして適している。 

②「関心・意欲・態度」の評価について 

本単元の評価規準 

平成 20 年度と同様 

学習状況を判断する目安 
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(A) 

現代社会の諸問題について自ら疑

問を持ち，原因－結果について意

欲的に追究して，学習内容を発展

させた新たな課題を見付け追究し

ようとする。 

例 関心 

授業で取り上げた学習課題とは異

なるが類似した学習課題（アラル

 

海縮小の原因）に授業前後に取り

組み，授業での学習内容の範囲だ

けでなく，発展させて，新たな課

題を授業後に見付け追究しようと

する。＜ワークシート分析＞ 

概

ね 

達 

成 

(B) 

現代社会の諸問題について疑問を

持ち，原因－結果について追究す

るとともに，学習内容の範囲につ

いて新たな課題を見付け追究しよ

うとする。 

例 関心 

授業で取り上げた学習課題とは異

なるが類似した学習課題（アラル

海縮小の原因）に授業前後に取り

組み，授業での学習内容の範囲に

ついて，新たな課題を授業後に見

付け追究しようとする。 

＜ワークシート分析＞ 

達 

成 

不 

十 

分 

(C) 

現代社会の諸問題について疑問を

持ち，原因－結果について追究し

たが，学習内容の範囲について，

新たな課題を見付け出すことがで

きない。 

例 関心 

授業で取り上げた学習課題とは異

なるが類似した学習課題（アラル

海縮小の原因）に授業前後に取り

組んだが，学習内容の範囲につい

て，新たな課題を授業後に見付け

だすことができない。 

＜ワークシート分析＞ 

「関心」については，授業で取り上げた

学習課題とは異なるが類似した学習課題に

授業前後に取り組ませ，授業後に新たな疑

問を見出している状況を「関心」が高まっ

たと捉えた（「関心」の転移）。次の図は，

「関心」の評価に関して，授業で使用した

アラル海の縮小の原因についてのワークシ

ートである。左ページが授業前，右ページ

が授業後ものであるが，内容は同一のもの

である。 

２年 現代社会プリント ワークシート１

２年 組 番 氏名

水資源から見える現代社会

－事前学習プリント－

問 次の写真は，アラル海の写真です。この

湖は，１９６０年代に比べ湖水面積が１

／２，貯水量は１／４までに減少してし

まいました。その原因と考えられること

を書きましょう。一つの枠には，一つの

事柄を書きましょう。

農林水産省国際食料問題研究会（第七回）配布資料

「世界の水資源と食料生産への影響」平成１９年７月より

原因 結果

１９６０年代

に比べ，アラ

ル海の湖水面

積が１／２，

貯水量は１／

４までに減少

した。

問 アラル海の写真を見て疑問に思ったこと，

調べてみたいことを書きましょう。

２年 現代社会プリント ワークシート５

２年 組 番 氏名

水資源から見える現代社会

－事後学習プリント－

問 次の写真は，アラル海の写真です。この

湖は，１９６０年代に比べ湖水面積が１

／２，貯水量は１／４までに減少してし

まいました。その原因と考えられること

を書きましょう。一つの枠には，一つの

事柄を書きましょう。

農林水産省国際食料問題研究会（第七回）配布資料

「世界の水資源と食料生産への影響」平成１９年７月より

原因 結果

１９６０年代

に比べ，アラ

ル海の湖水面

積が１／２，

貯水量は１／

４までに減少

した。

問 課題授業を通じて，新たに疑問に思った

こと，関心を持ったことを書きましょう。

 

（ただし，類似した異なる学習課題が適切

かどうかという検討を十分行う必要がある。） 

「意欲」に関する評価方法については，

授業者による観察を中心に，自己評価と他

者評価を合わせて，総合的に生徒の授業に

対する取組状況を評価した。 

「関心・意欲・態度」についての生徒の

実現状況は，「十分達成（Ａ）」又は「概

ね達成（Ｂ）」以上の生徒が 76.4％となっ

ている。 

③「思考・判断」の評価について 

本単元の評価規準 

平成 20 年度と同様 

学習状況を判断する目安 

十

分

達

成

(A)

現代社会の諸問題の現状について

課題を見付け出し，多面的・多角

的に考察して原因－結果について

の一般性の高い関係を認識でき

る。 

例 思考 
社会事象についての原因→結果を

示した知識の相関図，スライド（４

枚）がともに２／３以上完成して

いる。＜ワークシート分析＞ 

 



 

 

概

ね 

達 

成 

(B) 

現代社会の諸問題の現状について

課題を見付け出し，多面的・多角

的に考察し，原因－結果について

の一般性の高い関係を概ね認識す

ることができる。 

例 思考 

社会事象についての原因→結果を

示した知識の相関図，スライド（４

枚）がともに１／３以上２／３未

満完成している。 
＜ワークシート分析＞ 

達 

成 

不 

十 

分 

(C) 

現代社会の諸問題の現状について

課題を見付け出し，考察したが，

多面的・多角的に考察することが

できない。 

例 思考 

社会事象についての原因→結果を

示した知識の相関図，スライド（４

枚）がともに１／３未満しか完成

できない。＜ワークシート分析＞

「思考」についての評価方法を変更した。

平成 21 年度は，社会事象についての原因→

結果に関する知識の相関図，スライド（４

枚）の作成状況から評価することとした。

この結果，平成 20 年度に比べ，簡潔な評価

が可能となった。別紙資料１は，生徒が作

成したスライドである。 

社会事象についての原因→結果を示した

知識の相関図，スライド（４枚）がともに

２／３以上完成している」状況をもって「十

分達成（Ａ）」と評価した。「思考・判断」

についての生徒の実現状況は，「十分達成

（Ａ）」又は「概ね達成（Ｂ）」以上の生

徒が 69.1％となっている。 

しかし，「学習状況を判断する目安」の

妥当性に疑問を感じ，学習指導要領にある

学習内容や目標を踏まえ「目安」の再検討

を始めた。 

④「技能・表現」の評価について 

平成 21 年度から「技能・表現」について

も調査研究を開始した。 

本単元の評価規準 

「現代社会の基本的問題と人間にかかわ

る事柄に関する諸資料を様々なメディア

を通して収集し，有用な情報を主体的に

選択し活用して学び方を身に付けるとと

もに，追究し考察した過程や結果を様々

な方法で適切に表現する。」 

平成 21 年度は，生徒に提示する論理的な

表現・発表の方法を研究した。具体的には，

トゥールミン図式を参考にしながら，根拠

を裏付ける事実，根拠，主張，主張が成り

立つ条件を示した図式を考えた。    

（３）平成 22 年度の取組 

単元「現代に生きる私たちの課題」 

－「循環型社会と自己の生き方―レ

ジ袋の有料化は是か非か？―」

の探究的学習－ 

  ①授業内容 

    レジ袋有料化の問題を手掛かりとして，

消費者，小売店等の様々な立場の意見，経

済的手段の有効性等も総合的に考慮しなが

ら，自分たちの目指す循環型社会とはいか

なるものかについてのグループ討議を行

う。討議を踏まえて，グループで（最終的

には各個人で）公正に判断し，その実現に

向けて社会的合意形成を視野に入れた意思

決定を行う。 

②「関心・意欲・態度」の評価について 

本単元の評価規準 

平成 20 年度と同様 

学習状況を判断する目安 

平成 21 年度と趣旨は同様 

③「思考・判断」の評価について 

本単元の評価規準 

現代社会の諸問題の現状について課題を

見付け出し，多面的・多角的に考察する

とともに，社会的合意形成を視野に入れ

て公正に決定している。 

学習状況を判断する目安 

十

分

達

成

(A)

循環型社会にかかわる諸問題の現

状と自己との関わりについて，多

面的・多角的な考察，社会の変化

や様々な立場，考え方を踏まえ，

社会的合意形成を視野に入れて公

正に意思決定をしている。 

＜ワークシート（図式）分析＞ 



 

 

概

ね 

達 

成 

(B) 

循環型社会にかかわる諸問題の現

状と自己との関わりについて，多

面的・多角的な考察，社会の変化

や様々な立場，考え方を踏まえて

意思決定し，社会的合意形成をし

ようとしている。 

＜ワークシート（図式）分析）＞

達 

成 

不 

十 

分 

(C) 

循環型社会に関わる諸問題の現状

と自己との関わりについて，多面

的・多角的な考察，社会の変化や

様々な立場，考え方を踏まえた意

思決定となっていない。 

＜ワークシート（図式）分析＞ 

「思考・判断」の評価については，次に

示す図式への生徒の記入状況から評価を行

った。図式に記入した生徒のワークシート

も掲載する。多面的・多角的な思考・判断

という点に関して，自らの考えを絶対視せ

ず相対化できる視点の育成という点から，

この図式においては，主張が成り立つ条件

が最も重要であると考えている。 
重視した立場，価値【 】

根拠 主張

・私はレジ袋の有料化に

賛成 反対

。である

根拠を裏付ける事実 主張が成り立つ条件

 

なお，生徒の記述例を別紙資料２として

掲載した。 

「思考・判断」の評価結果は次の表の通

りである。 

十分達成(Ａ) 38.2％ 

概ね達成(Ｂ) 23.6％ 

達成不十分(Ｃ) 38.2％ 

  約４割の生徒が「達成不十分(Ｃ)」とな

っているが，図式の記入に慣れていない点

を考慮する必要がある。継続して取り組む

必要がある。図式への記入状況を評価する

ことによって，評価がより簡潔になった。 

  又，生徒にとっても，図式を完成させる

ということを通じて思考が可視化され，図

式を見ることによって思考が深まるという

良い循環が期待される。 

 

④「技能・表現」の評価について 

本単元の評価規準 

平成 21 年度と同様 

学習状況を判断する目安 

十

分

達

成

(A)

循環型社会に関わる諸問題の現状

と自己との関わりについて追究し

た過程や結果について，根拠を裏

付ける事実，根拠，主張，主張が

成り立つ条件が図式又は文章に全

て論理的に記述されている。 

＜ワークシート（図式）分析＞ 

概

ね

達

成

(B)

循環型社会に関わる諸問題の現状

と自己との関わりについて追究し

た過程や結果について，根拠を裏

付ける事実，根拠，主張が図式又

は文章において概ね論理的に記述

されている。 

＜ワークシート（図式）分析＞ 

達

成

不

十

分

(C)

循環型社会に関わる諸問題の現状

と自己との関わりについて追究し

た過程や結果について，根拠を裏

付ける事実，根拠，主張，主張が

成り立つ条件に関する図式又は文

章の一部に論理性の欠ける記述が

ある。 

＜ワークシート（図式）分析＞ 

    「技能・表現」の評価結果は次の表の通

りである。 

十分達成(Ａ) 45.5％ 

概ね達成(Ｂ) 26.0％ 

達成不十分(Ｃ) 28.5％ 

  約３割の生徒が「達成不十分(Ｃ)」とな

っているが，これも図式の記入に慣れてい

ない点を考慮し，継続して取り組む必要が

ある。 

３ 成果の普及と今後の展望 

各種の研究大会における発表・研究紀要・ホ

ームページ等において研究成果の普及を図る。 

今後の課題は，授業の前後における生徒の思

考の変容等が把握でき，生徒自身も思考の深化

が可能となる図式に改良することである。



 

 

 

 

別紙資料１ 

別紙資料２ 

Ｎ 



平成２２年度研究成果報告書《学力の把握》

学校名 広島市立舟入高等学校
ひろしましりつふないりこうとうがっこう

校 長 名：塚本 修一

所 在 地：広島県広島市中区舟入南一丁目4番4号

電話番号：082-232-1261

(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 公民（倫理）

《研究主題》

人間としての在り方生き方についての理解

と思索を通じて，自らの人生観・価値観に

関する主体的な自覚を深めさせる授業の創

造と評価方法に関する研究

（１）主題設定の理由

・先哲の思想等の学習内容が，単なる知識として羅列的，

網羅的な習得にとどまっている

・自己形成の課題の自覚が十分でなく，現代の倫理的課題

を自己の課題とのかかわりにおいて主体的に考察する態

度や意欲が十分に育成されていない

↓

ⅰ)生徒自らの人生観・価値観に関する主体的な考察の

深まりを促す授業方法の工夫・改善

ⅱ)それらの実現状況を把握する評価方法の検討を研究

主題として設定

（２）研究の対象と評価の具体例

①研究の対象

(ⅰ) 青年期の課題と人間としての在り方生き方

(ⅱ) 現代に生きる人間の倫理 ～ 自由・幸福について～

(ⅲ) 現代の諸課題と倫理 ～ 生命倫理について～

②評価の具体例

(ⅰ) 青年期の課題と人間としての在り方生き方

＜夏休みの課題レポート＞ （報告書３～４頁 参照）

評価の４観点に対応させた柱立てに従って記述された

内容を評価（平成２１年度に実施）

＜紙上対話＞ （報告書４枚目参照）

筆者の疑問に誠実に答えているか，筆者の主張に対する

意見・感想が考察を深めるものになっているかなどを，

提出された対話の記録から把握し評価。

(ⅱ) 現代に生きる人間の倫理 ～ 自由・幸福について～

＜夏休みの課題レポート＞（報告書４～５頁 参照）

評価の４観点に対応させた柱立てに従って記述された内

容を評価（平成２２年度に「幸福」についてのみ実施）

＜紙上対話＞（ 報告書４～５頁 参照）

＜ワークシート＞ （ 報告書４～５頁 参照）

・自由や幸福に関する自由記述シート

・自由に関する先哲の考えを確認するシート

・先哲の思想と各自の自由論の関連を確認するシート

・先哲や各自の幸福論を分析するための座標軸シート

これらのワークシートの記述における主体的考察の状況

(関心・意欲・態度)，論理性や多面的多角的な考察の深

まり(思考・判断)，先哲の思想の理解の程度（知識・理

解）などから学習の評価規準の実現状況を把握した。

＜ミニディベート＞ （ 報告書６頁 参照）

三人一組で実施。グループメンバーに対する説得力な

どから技能・表現の実現状況の把握を試みた。

(ⅲ) 現代の諸課題と倫理 ～ 生命倫理について～

（ 報告書 ５～６頁 参照）

＜レポート・ワークシートの記述内容・資料収集範囲＞

＜授業観察，発言・発表内容＞＜定期考査＞

「関心・意欲・態度」は，記述内容・資料収集範囲，「社

会的な思考・判断」は，レポートの考察過程の論理性や

公正な判断，「資料活用の技能・表現」はレポート記述

の説得力，「知識・理解」は，説明の正確さなどから実

現状況を把握した。

（３）成果と課題

生徒たちが，紙上対話やミニディベート，グループでの

話し合いなどにおいて，他者の考えに予想以上の関心をも

ち，幸福や自由，生命倫理といったテーマについて明らか

に思考の深まりがみられた。座標軸の利用も思考の整理に

おいて有効であった。しかし，先哲の思想を理解して，自

分の生き方につなげる点では，まだ課題が残ったといえる。

今後，公開授業等の研究会での成果の発表等を通して，ワ

ークシートの授業方法の一層の改善と普及を図りたい。



Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校では，大学に進学する生徒の割合が高く，

多くの生徒が学習に真面目に取り組んでいる。

また，各学年に，外国語によるコミュニケーシ

ョン能力や表現技能の一層の向上を重視した普

通科国際コミュニケーションコース１クラスを

設置しており，韓国やフランスなど，海外の学

校との交流も盛んである。

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 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 9 362 8 314 8 325 25 1001

計 9 362 8 314 8 325 25 1001

教員数 58名(3名)

本校では，１年生全員が「現代社会」を履修し，３年生

文型生徒が，「政治・経済」又は「倫理」から１科目を，３

年生理型生徒が，地理歴史科，公民科から１科目を選択し

ている。今年度の「倫理」選択者は，３年生325名のうち

105名であり，66名を研究対象としている。

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

人間としての在り方生き方についての理解

と思索を通じて，自らの人生観・価値観に

関する主体的な自覚を深めさせる授業の創

造と評価方法に関する研究

(2) 調査主題設定の理由と対象

［研究主題設定の理由］

本校の生徒は，比較的まじめに授業に取組み，

先哲の思想等の学習内容を概ね理解しているも

の，自己形成の課題の自覚が十分でない生徒や

現代の倫理的課題を自己の課題との関わりにお

いて主体的に考察する態度や意欲が十分に育成

されていない生徒も見受けられる。

また，授業を実践する指導者の観点に立つと，

先哲の思想の体系的理解を重視するあまり，知

識を効率的に習得させる一方向的な講義形式に

陥りがちであり，その結果，獲得した知識を生

徒自身の問題として，主体的に考察を深めさせ

る場面を十分に設定できていない課題がある。

他方，中央教育審議会答申「幼稚園，小学校，

中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導

要領の改善について｣(平成20年１月)では，読

解力や記述式問題，知識・技能を活用する問題

に課題があることが指摘されている。

そこで，本研究では，上述の課題意識に基づ

き，生徒が習得した先哲の思想等を手掛かりと

して，自らの人生観・価値観に関する主体的な

考察の深まりを促す授業方法の工夫改善を図る

とともに，それらの実現状況を把握する評価方

法の検討を主題として設定した。

[調査研究の対象]

①単元内容及び重視する評価観点など

調査研究の対象とする単元内容及び主な評価

観点等について下表にまとめた。

分野 内容項目 具体の単元等 主な評価観点

青年期の ｢青年期の課題と自己形成｣， 関心･意欲･態度，

課題と人 ｢人間としての 自覚｣，｢国際社 知識・理解，

間として 会に生きる日本人としての自覚｣ 社会的な思考･

の在り方 から，生徒各自が主題(単元) 判断，資料活用

生き方 を選定する。（平成21年度） の技能･表現

現代に生き 「民主社会にお 関心･意欲･態度，

現代と る人間の倫 ける人間の在り 知識・理解，社

倫理 理 方」（平成21年度）会的な思考・判

「自己実現と幸福」 断，資料活用の

(平成22年度） 技能･表現

現代の諸 「生命」 関心･意欲･態度，

課題と倫理 (平成21・22年度) 知識・理解，資

料活用の技能･表

現,,社会的な思考･

判断

（太文字が重視する評価観点）



②主な教材

調査研究の対象となる主な教材として，生徒の

考察の深化を促すとともに，学習の目標の実現状

況を把握する上で，課題レポート，ワークシート，

意見記録用紙などを扱った。特に，生徒が作成し

たレポートや様々な記述を教材として扱うことに

より，生徒の主体的考察を一層促す工夫を施し，

これらを媒介とする生徒間の記述から学習の目標

の実現状況の把握に努めた。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

(1)作成レポートに基づく対話

【テーマ：既習内容に関する自由選択(H21年度)】

１学期の学習内容である(1)「青年期の課題と

人間としての在り方・生き方」において取り上

げられた先哲の思想等の中から，各生徒が選ん

だテーマについて夏休みの課題としてレポート

にまとめさせることにより，学習内容の理解の

深化を図るとともに，各自の課題を自覚させ，

人生観・世界観ないしは価値観の形成に寄与し

うる主体的な考察を促すこととした。

生徒には，事前にレポート作成の手順を示し，

その柱建ては，「問題の所在」「思想内容のまと

め」「考察内容」「今後の課題」等，評価観点の

「関心・意欲・態度」「知識・理解」「思考・判

断」「資料活用の技能・表現」に対応するよう意

図した。

その後，夏休み明けに提出された課題レポー

トの中から，自己の課題として主体的に考察を

深めており，教材として提示することによりク

ラス全体の学習意欲を喚起すると期待できる事

例を選定した。これらについて，「なぜ，日本人

は穢れをきらうか」・「禊ぎと祓い」など，類似

の共通テーマ毎に２点ずつ教材として提示して

クラス全体で読解し，レポートの特徴や取り上

げられた思想内容について理解を深めた。

これらの取組の結果，設定する問いの独自性，

資料選定の妥当性，引用と主張の区別などの論

文作成のルール，まとめた思想内容の理解，考

察の過程を論述する表現力，さらなる探究のた

めの問いの設定等に関する記述から，学習の実

現状況を把握することができた。

課題レポートについて概観すると，次のよう

な特徴が見られた。

・テーマの選定を生徒に委ねたため，各自の関心

の所在により課題が設定され，その解決を目指

した思想家の思索内容の理解と主体的考察が促

進されていた。

・先哲の思想をまとめる上で，出典は資料集と

インターネットが大半を占め，新聞や書籍を用

いたものは少なかった。

・考察の深まりについては，関心の所在や取組

の意欲等に応じて多様であった。

・課題探究の意欲については，「調べれば調べる

ほど，内容が深くなって複雑だったが，深けれ

ば深いほど，おもしろくなっていった。自分の

疑問に完全に答えることはできなかったが，知

らなかったこと，思いもよらなかったことまで

触れることができて，とてもよかった。」をはじ

め，選択テーマについて継続して学習しようと

する姿勢を把握できる感想が予想以上に多く見

られた。

・考察の結果解明できなかった問いを提示させ

ることにより，課題について理解できた内容と

継続して探究する課題の自覚が記述に現れてい

た。また，教材として選定した課題レポートに

基づく「紙上対話」（提出された課題レポートの

中から，教材として適しているものを教員が選

定，クラス全員で読解したのち課題レポートに

ある筆者の疑問への返答やレポートについての

意見や感想を全員に書かせ，筆者がそれらに更

に返答する形での「対話」）について，生徒は，

意欲的に集中して取り組んでいた。以下に，そ

の特徴的なものを例示する。

･「自分の文章と参考文献の部分の文体が変えて

あって読みやすかった。また，全体の構成が順

序だっていた。」｢テーマがはっきりしていたし，

書き方も下線を引くなど分かりやすく工夫され



ていた。」など，表現技術を評価していた。

･輪廻転生の元になる「死」の穢れが忌み嫌わ

れた理由について，｢穢れは，体を清めることで

祓うことができると考えられていたが，『死』

は避けられないもの，つまり，祓うことができ

ないものだったから，一番忌み嫌われていたの

ではないか」,「古事記・日本書紀の編纂は,仏

教伝来と時期的に重なるので影響を受けている

と思うが，日本には，もともと輪廻転生という

考え方(死後に希望を抱く考え方)は無かったの

で，死の穢れがもっとも忌み嫌われた｣など，

多面的・多角的分析や考察の深化が見取れた。

【テーマ：幸福について(H22年度)】

平成22年度も，前年度と同様の意図をもって

夏課題のレポートを課した。平成22年度には，

生徒にとってより身近と思われる《自分にとっ

ての「幸福」とは何か？》とのテーマについて，

１学期に学んだベンサムやジョン・スチュアー

ト・ミルら功利主義思想をはじめ，先哲の思想

を手掛かりとして考察を深めるよう指示した。

その後，夏休み明けに提出された課題レポー

トの中から， 他の生徒の考察の深化に適切と思

われる事例を選定し，教材として提示してクラ

ス全体で読解させた。その後, レポート内容に

対する疑問や各自の幸福論の特徴と比較させた

上で，各生徒の意見等を記録用紙に記述させ,そ

れらをレポート作成者に返信した。レポート作

成者は，クラスメートからのコメントを通して，

改めて自分自身の考察内容を振り返るとともに，

記録用紙に記載された疑問や意見に対する更な

る回答を記述し，それらを筆者に返答する方法

で「紙上対話」を深めた。

課題レポートについて概観すると，次のよう

な特徴が挙げられる。

･自分の問題として引きつけて考えることを意図

してテーマを幸福論に限定したことは妥当であ

った。各人が関心を持っている思想家の思索内

容の理解と主体的な考察は昨年以上に促進され

たように思われる。

･先哲の思想をまとめる上で，出典は昨年同様資

料集とインターネットが多かった。しかし，一

方で学校の図書室の本の利用者も昨年よりは多

く見られた。

･課題探究の意欲については，継続して学習しよ

うとする姿勢を把握できる感想が，昨年と同様，

予想以上に多く見られた。

また，教材として選定した課題レポートに基づ

く紙上対話について，生徒は，別添資料７に示す

通り，前年同様, 意欲的に取り組んでいた。以下

に，その特徴的なものを例示する。

・「幸福を数量的に捉え，高める幸福，補う幸福」

など，独自の解釈を加え表現されている。

･「幸福とは，相対的なもの，瞬間的な心情を具

現化したものであり，個人の幸福と社会全体の

幸福(福祉)は相関関係にある。」「越えられない

カベを超えようとするところに幸福があるとす

るなら，それが維持されるためには，本当に越

えられない壁である必要がある。」など，多面的

・多角的分析や考察の深化が見取れた。

(2)ワークシートに基づく対話

【テーマ：自分にとって自由とは？（H21年度）】

「自由」の概念について，カント，ヘーゲル，

ミル，サルトル等の思想を手掛かりとして，多

角的に考察させるとともに，クラスメートとの

紙上対話等により，「自由」に対するイメージが

変容する過程をワークシートへの記述を通じて

メタ認知できるように意図して授業を展開した。

先哲の「自由」に関する考え方や 友人の「自

由」のとらえ方を知ることにより，奔放や快楽

追求などの短絡的な理解から，実存主義の思想

を手掛かりとしてその厳しさを認識するなど，

「自由」の概念に対する変容が把握できる記述

がある一方，認識の深まりが見られない例もあ

った。その要因としては，先哲の思想内容の理

解が十分でなかったこと，グループにおける対

話時間が不足していたこと，他者と自分の考え

の相違点をしっかりと意識化させる指導ができ



ていなかったことなどが挙げられる。

また，各思想家の｢自由｣の捉え方について，

共通点や 相違点を整理し，図示させることによ

り，生徒の理解を把握することができた。多様

な「自由」の概念を，キーワードを手掛かりと

して類型化するとともに，各自が共感する視点

と違和感を抱く視点を区別させることにより，

思索の深化を促す効果があった。また，生徒各

自が，ワークシートの記述から自身の解釈の変

遷を辿ることにより，認識の深まりを自覚して

いる点を見て取ることができた。

学習の実現状況を把握するためには，このよ

うなワークシートが不可欠であり，特に，考察

の過程を形成的に評価する上で，生徒が共通に

取り組むフォーマットは有効といえる。指導者

の適切な指導の下，共通の土俵の中で生徒に自

他の価値観や考え方を交換させ，考察の深化を

促す一手法と考えられる。

【テーマ：自分にとっての幸福とは？(H22年度)】

功利主義の学習に当たっては，授業において説

明したベンサムやミルの思想概要と「幸福」に関

する夏休み課題レポートに基づく紙上対話を踏ま

えて授業を展開した。その際，ワークシートを用

いて各生徒が観点ごとに自身の幸福観について内

省した後，別のワークシートに基づき，各自の幸

福観が座標軸のどこに配置されるか考察させた。

次に，黒板に座標軸を拡大して掲示し,それに各

自の幸福観をカラーマグネットを用いて配置さ

せ，クラス全体の分布について考察した。その後，

３人１組のミニ・ディベート（２人のディベート

を残りの１人が記録・評価し，役割を変更して３

回繰り返す）の手法などを用いて，座標軸上位置

される自他の考えの違いについて対話を重ね，各

自の幸福観について吟味させた。また，授業の終

結として，対話を通じて座標軸上の自身の考えの

位置が変わった生徒には，黒板に掲示した座標軸

の位置を変更させ，その理由等，考察過程や判断

根拠などを発表させた。

評価規準に関して,「関心・意欲・態度」につ

いては,対話や考察に主体的に取り組む態度や観

察ワークシートへの記述から，「思考・判断」に

ついては,ミニ・ディベート等を踏まえたワーク

シートへの考察過程の記述から,「資料活用の技

能・表現」については,ディベートにおける説得

力から，「知識・理解」については，ワークシー

トに記述された先哲の幸福論の正確さなどから，

目標の実現状況を把握した。

これらの取組の結果，｢幸福｣についての多面的

・多角的な考察による生徒自身の価値観の吟味や

先哲の思想の理解促進など，一定の成果が見られ

た。このように，｢幸福｣という観点において，多

様で多彩な先哲の思想を比較・考察し，それらを

手掛かりとして各生徒が対話を通じて人間として

の在り方生き方について探究する授業展開は多く

の学校でも可能であろう。また，グループ発表に

当たっては，論点を明確にし，議論を適切に支援

すれば，有意義なクラス討論も可能と考える。

後に，本実践の改善に向けた視点として，以

下に研究協議における議論や指導・助言のポイン

トを例示する。

・黒板に掲示された座標軸にカラーマグネットを

配置する手法について，このようなビジュアル

な工夫は生徒の意欲喚起や理解促進の上で有効

である。

・ワークシートについて，AかBかという二項対立

に加え，スケールを使って考え方の幅を確認さ

せると議論が広がる可能性がある。

・幸福について考察する上で，カントの思想が踏

まえられていなかった。多角的考察のために，

観点に応じて踏まえるべき先哲の思想に留意す

る必要がある。

(3)グループによる課題追究学習を通じた対話

【テーマ：生命倫理】

課題追究学習「生命」では，生命工学や終末医

療など，生徒各自が選んだ生命倫理に関するテ

ーマについて，レポートを作成させた。その後，

同内容のテーマに取り組んだ生徒を単位として



グループを編成し，その中で各自のレポート発

表と意見交換を行わせた。その後，クラス全体

で考察を深める教材となる優れたレポートとし

て，「デザイナーチャイルドの倫理上の問題につ

いて～生命誕生時における遺伝子操作は許され

るか～」・「クローン技術の利用はどこまで認め

られるべきか」の２本を選び，それらを全員に

配付してグループ討議を行わせ，その内容を模

造紙にまとめて発表させた。その結果，当初の

予想以上に，グループ内の意見交換や討論に積

極的に取り組み，お互いの意見を参考にして，

各自が生命倫理に対する認識を深めていた。

これらの取組から得られた成果として，グル

ープ討議を評価する上で，授業者が議論を交通

整理すること挙げられる。生徒が言いたい放題

になるきらいがあれば，議論の内容を整理する

とともに，概念的用語等について定義を確認す

るなど，論理性や確かな知識を習得させること

が求められる。

また，グループ討議における発言やその後の

発表等，生徒各自の取組状況は，「関心・意欲・

態度」の評価対象としてふさわしいものの，そ

の評価については，行為の観察のみに基づくと

妥当性を欠く場合もある。教材内容を踏まえな

い会話など，一見，活動状況だけが活発に見え

るためである。評価に当たっては，授業実践後，

生徒各自の記述内容を十分踏まえるなど，客観

性の維持に留意する必要がある。

さらに，本実践においては，発表に向けたグ

ループ対話の記録及び板書等の時間を節約する

ため，模造紙に発表内容をまとめさせる作業を

取り入れたが，「生徒は作業に追われた分，考

察と理解が弱まったのではないか。」との指摘

を助言者から受けた。一連の単元の中で各時

間の目標を十分に踏まえた上で，授業展開を

練る必要がある。

一方，知識注入型の講義が多く実践される中，

グループ討議を取り入れた対話型の授業展開は，

生徒にとっては新鮮で，「色々な意見が聞けて楽

しかった」との率直な感想も寄せられた。

３ 成果の普及と今後の展望

成果の普及方法としては，本研究における考

察結果及び開発した授業計画，ワークシート，

評価規準等の成果を本校ホームページに掲載し

て公開するとともに，公開研究授業の機会等を

捉え，関係教科等担当者とともに本研究成果に

基づく授業改善を図りたい。

また，平成22年3月に策定された「広島市ハイ

スクールビジョン」に基づく推進プログラムと

して，広島市立高等学校全体で探究的な学習の

の実践事例を収集するプログラム集を作成する

に当たり，開発した授業計画やワークシートな

ど本研究成果も編集し，広島市立高等学校全体

で共有することにより実践を重ねていきたい。

今後の展望としては，本研究成果を踏まえ，

人生観・価値観に関する生徒の主体的な自覚に

重点をおいた授業改善を実践するとともに，評

価規準の妥当性を検証し，ワークシートや授業

計画の開発・改善を続けたい。その際，留意す

る視点として，これまでの研究過程で得た以下

の助言を踏まえて進めていきたい。

･授業展開上の指示一つとっても，「自分自身に

とっての問いを深めよう」を「あなたにとって

何が問題となりますか」など，質問形式に替え

れば生徒の思考を促すことにつながる。その結

果，生徒の記述に共通する点等から，生徒の思

考過程を検証するなど，教師の指導にフィード

バックできる発見が得られる。

･生徒が記述するワークシート，アンケート用紙

については，直感的に短時間で書けるものが分

析するうえで効果的であり，記載方法について

は，記述式も数値化も，それぞれ新たな発見を

得る可能性が期待できる。

･定期テスト等における工夫としては，記号テス

トと記述テストの相関関係を分析することが考

えられる。知識・理解の状況を記号テストで評

価する際，当該生徒の記述内容とどの程度の相

関があるのか考察を深めることも考えられる。
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