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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 家庭（家庭基礎）

≪研究主題≫

「家庭基礎（衣生活領域）」における目標

の実現状況把握のための評価方法の工夫・

改善

【研究の要点】

１ 総合学科設置校として、数多くの家庭科目を開設して

いる本校において，１学年の「家庭基礎」（２単位）の中

の衣生活領域の学習の中で，効果的に学力を定着・向上

させるためには，生徒の実態を考慮した指導計画を立て，

評価規準を明確にするなど，指導と評価の一体化を図る

ことが重要であると考え，この調査研究を行うこととし

た。

（１）指導と評価の一体化と，評価の簡便化を図るための

ワークシートの改善

① 自己評価による目標の確認

② 「Ckeck」(=ノート部分)と「Work」（＝記述内容を具

体の評価規準に基づいて評価する部分）の明確化

③ 箇条書きを用いたワークシートの工夫

（２）生徒の実態を考慮した，指導と評価の工夫・改善

① 題材と学習形態の工夫

・アンケート調査を生かした指導内容の検討

・グループ学習

② 授業で習得した知識を活用する取組

・生徒が主体的に判断することを目指した授業

・洗濯ミニレポート

（３）言語力育成への取組

文章表現の苦手な生徒への指導の手立てとして，また

新学習指導要領では，思考力・判断力・表現力の育成

を図る指導の工夫が求められていることから，言語力

の育成に向けて，取り組むこととした。

① 定期考査における，文章の記述による評価

② イメージマップによる評価

２ 成果の普及については，愛媛県高等学校教育研究会家

庭部会のホームページに，本研究の指導案・ワークシー

トを掲載し，県内の家庭科教員が自由にダウンロードで

きるようにした。また，研究経過をホームページに掲載

することにより，教員間で双方向の意見交換ができるよ

うにした。

３ 今後の展望としては，家庭や地域における実践力をど

のように身に付けさせることができるかを考え，常に指

導と評価を工夫していく必要がある。また，新学習指導

要領の改訂に向けて，言語力の育成を課題として，教科

だけでなく，学校全体として継続して研究していきたい。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校は，愛媛県のほぼ中央に位置し，昭和22

年に創立され，今年度63年目を迎えた。

平成８年度から総合学科が設置され，生徒の

能力・適性，多様な進路希望に対応できるよう

に，数多くの学校設定教科・科目を開設し，１

年次から選択科目を設定している。

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 総合学科 ７ 262 7 275 7 264 21 801

計 ７ 262 7 275 7 264 21 801

教員数 62名（５名）

［教科「家庭」科目の開設状況］

(1年次) 家庭基礎，生活産業基礎，家庭情報処理

(2・3年次） 発達と保育，リビングデザイン，被服製作，

ファッションデザイン，服飾手芸，フードデ

ザイン，調理，栄養



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

「家庭基礎（衣生活領域）」における目標

の実現状況把握のための評価方法の工夫・

改善

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

「家庭基礎」２単位の中で，効果的に生徒

の学力を定着・向上させるためには，評価規

準を明確にし，本校生徒の実態を考慮した指

導計画・評価計画及び評価方法を工夫・改善

することにより，生徒の学習の実現状況を的

確に把握することが重要であると考え，この

主題を設定した。

○［調査研究の対象］

１学年の「家庭基礎」の衣生活領域におい

て，研究１年目は指導と評価の一体化を図る

ため，実態調査及び評価規準の見直しを行い，

２年目は衣生活の自立に向けて，家庭や地域

における生徒の実践力を育成する方法につい

て研究した。３年目は適切かつ効率的に評価

する方法について，ワークシートの改善を中

心に取り組むとともに，新学習指導要領の実

施に向けて，言語力の育成を目指し研究を行

った。対象をこのように設定したのは，生徒

の目標の実現状況を把握するためには，指導

と評価の一体化が不可欠であり，また，生徒

の実態を把握した上で指導，評価を行うこと

により，生徒に必要な学力を身に付けさせる

ことができ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

まず最初に，題材の目標を達成するため，衣

生活領域のワークシートの作成に取り組んだ。

授業の目標や授業内容を生徒に分かりやすく示

し学習への意識付けができるように，ワークシ

ートの最初に前書きを入れたり，ワークシート

の終わりに目標と同じ内容の自己評価の欄を設

けたりした。また，指導と評価の一体化と評価

の簡便化を図るために，愛媛県高等学校教育研

究会家庭部会研究委員会が示す，ワークシート

の作成方法を取り入れた。【資料１】これは，

ノートや簡単な感想などの部分は「Check」と

し，その記入状況を点検して「関心・意欲・態

度」で評価し，生徒が記入した内容を評価する

部分は「Work」とし，具体の評価規準に基づい

た評価を行うという形式になっている。授業の

最初に，ワークシートの構成と評価方法につい

て，生徒への説明を行った。生徒は定期考査の

際，「Check」のノートの部分を中心に試験勉強

を行うようになり，考査問題で評価する「知識

・理解」の評価が全体的によい評価となってい

った。また，教師は，ワークシートを評価する

部分が明確になり，評価規準に基づいた評価が

適切にできるようになった。

【資料１】「Check」と「Work」を取り入れたワークシート



(1) 生徒の実態を考慮した指導と評価

衣生活領域における題材を検討する際，生

徒の実態に合った指導計画を立てることが重

要であると考え，事前に行った衣生活に関す

るアンケート調査と，２年間の研究の分析を

もとに，衣生活領域の題材と学習形態の工夫

に取り組んだ。【資料２】

【資料２】題材と学習形態の工夫（衣生活領域）

① 制服の着装と下着の役割について

「被服の機能と着装」の学習においては，

生徒にとって身近なものを扱うことにより，

興味・関心をもたせるとともに，実生活に生

かすことができるのではないかと考え，制服

の着装を取り上げることにした。始めに，生

徒の実態を把握するため，制服の着装に関す

るアンケート調査を行い，指導内容を検討し

た。その結果，校則を守った制服の着装はで

きているが，下着を着用していない生徒が多

い（平成20年度のアンケート調査によると，

下着を着用している生徒は約65％（女子は30

%））ことが分かり，下着の役割を学習内容に

取り入れた。下着の役割について十分な理解

ができていなかったため，ニンヒドリン実験

やマイクロスコープによる下着に付着した汚

れの観察を行ったり，被服内の湿度に関する

グラフを用いたりして下着の役割を科学的に

理解させた。その結果，下着の着用率を大幅

に上げることができた。（授業後のアンケー

ト調査の結果，下着を着用する生徒は約88％

（女子は77％）【資料３】）このように，生徒

の着装に改善が見られ，生徒の実態を考慮し

題 材 学習形態 体験学習 評 価
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の
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洗濯の種類
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ワークシート
定期考査

日常着の洗濯
グループに
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不要衣料の
活用

資料の読み取り ワークシート

グループ内
での発表

家庭クラブ活動 相互評価
家庭クラブ活動へ

の参加状況

た学習として効果があった。

【資料３】制服時の下着の着用率(H20年度)

評価については，「下着を着用した上で，

清潔に制服を着ることができる」とし，生

徒による自己評価を用いて，「技能・表現」

で評価した。また，ワークシートの記入に

よる評価も行い，「健康で快適な制服の着

装について，被服の機能とかかわらせ考え

を深めている」という観点から「思考・判

断」で評価を行った。高校生としての制服

の着装については，概ね理解させることが

できたので，今後，社会人となった時の着

装についても，考えを深めることができる

ような授業内容について，検討していきた

い。

② 被服の着装についてのグループ学習

「被服の機能と着装」について，生徒に

興味・関心をもたせるため，「ミニ浴衣」

について取り上げ，グループ内で意見交換

を行わせた。この学習方法は，自分の考え

に周囲の考えを取り入れて，発展させるこ

とができるようになり，効果的であった。

「被服の役割やＴＰＯに配慮した着装の必

要性について，グループの意見も参考にし

ながら考えを深めている」という観点につ

いて，ワークシートの記入状況により，「思

考・判断」で評価を行った。また，簡便な

評価を目指して，ワークシートの記入欄は，
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８８％

７７％
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毎日着る



「なぜなら」「また」などの接続詞をあら

かじめ示しておき，自分の意見の根拠を，

三つの箇条書きで記入させることにした。

箇条書きにすることにより，生徒も自分の

考えを整理することができ，その結果，教

師も評価しやすくなった【資料４】。

【資料４】生徒の記入例

○自分の意見

ミニ浴衣は良くないと思う。

○理由

・なぜなら，浴衣は着付けとか日本の昔

からの伝統があるので，それを受け継

いで長いまま着こなす方がよいと思う

からである。

・それに，幼い子が着るのは可愛いから

いいかなとも思うけど，大人は清潔な

感じに着こなした方がよいと思うから

やめた方がよいと思う。

・また，大人らしくＴＰＯを考えてほし

い。ゆかたは可愛く着るものではなく

て，きれいに着こなすものだと思う。

③ 授業で習得した知識を活用する取組

被服管理についての経験が少ない生徒が

多く，授業で様々な知識を身に付けたとし

ても，それを実生活で実践することは難し

い状況にある。家庭科において，授業で身

に付けた知識や技術を生活で活用すること

は大変重要であると考え，被服管理に興味

・関心をもたせ，実生活に生かせる授業と

なるように工夫した。

まず，生徒にとって身近な被服でもあり

色落ちしやすい被服としてジーンズ，価格

も手頃であり手洗い表示のある被服として

カットソー，ドライマーク表示のある被服

としてニットを取り上げ，実物とともに価

格や取扱い絵表示，組成表示を提示した。

そして，ただ単に被服の表示を読み取るだ

けでなく，被服材料や洗剤，洗濯方法の学

習や被服の観察，日常の洗濯方法の振り返

りなどを基に総合的に判断させることによ

り，実生活に即生かせるような洗濯に関す

る授業を試みた。グループ学習の形態を取

り，洗濯方法についてグループで検討した

結果を発表させた【資料５】。デジタルペ

ンと電子黒板を利用したため，生徒の発表

を振り返って，複数の発表を比較すること

もでき，効果的であった。

【資料５】グループ学習における発表

また，ドライマーク表示のある被服を，

実際に手洗いしたものを提示したり，過剰

表示の例などを示したりすることにより，

経済面や環境面などに考慮しながら主体的

に判断していくことが重要であることにも

気付かせるよう工夫した。その結果，授業

の前半では，ドライマークの表示がある被

服について「表示通りドライクリーニング

に出す」と答えていたグループの生徒が，

授業後に「被服の中には家で手洗いできる

ものもあり，そうすることによりクリーニ

ング代や水，電気の節約になる」と記入す

るなど，経済面や環境面を意識する生徒が

増加し，より実生活に近い洗濯方法につい

て考えることができるようになった。

そして，実際に授業内で洗濯の実習を行

うことは難しいため，授業後に洗濯ミニレ

ポートの用紙を配布し家庭で実践すること

を促した。洗濯ミニレポートは，洗濯経験



の少ない生徒に洗濯への意欲をもたせるこ

とと，学習内容を家庭に知らせることを目

的としたため，その内容について「関心・

意欲・態度」を評価することにした。汚れ

の程度に合わせた洗い方をしたり衣類の仕

分けを行ったりと様々な実践が見られた。

今後，洗濯ミニレポートの内容を検討する

ことにより「技能・表現」を評価すること

も可能となる。

(2) 定期考査における評価

生徒のワークシート中心による評価を行う

中で，一つの課題が浮かび上がった。文章を

書くことが苦手な生徒は，箇条書きの短い文

章しか書けず，自分の考えをうまく表現でき

なかったり，あきらめて途中で記入をやめて

しまったりと，関心・意欲はあってもそれが

記述につながらない場合が多く，評価もＣが

続いてしまう傾向が見られた。そこで，この

ような生徒への指導の手立てが必要であると

考えた。また，新学習指導要領では，思考力

・判断力・表現力の育成を図る指導の工夫が

求められており，そのためには言語力の育成

も重要となってくる。そこで，言語力育成に

向けての取組の一つとして，毎回，定期考査

にまとまった文章を記入させる問題を１問出

題することにした。衣生活領域においては，

あるオリンピック選手の移動の際の服装につ

いてどのように思うか，自分の考えと，その

理由を200字以上250字以内で記入させた。理

由については，被服の役割の視点を一つは入

れておくことを記入条件として提示し，配点

は５点とした【資料６】。

【資料６】生徒の解答例

○５点の評価を与えた生徒の記述

公式の服装で，一人がだらしなく着て

いると集団のこととしてみられることも

あるので，この着装はいけないと思う。

オリンピック選手の公式の服装は，僕ら

でいう制服のようなものだと思うので，

代表である選手がだらしなく着ていると

所属集団全体に迷惑がかかる。

個性があるのでよいという意見には，

この服装は，自己の表現をするというよ

りも，集団として統一する方が大切だと

思うので，ＴＰＯを考えると間違ってい

ると思う。

○文章を書くことが苦手な（他領域での記

述問題は無記入であった）生徒の記述

この着装については，問題があると思

う。なぜなら，この人は日本の代表でし

かもオリンピックという世界の大会に行

くのだから，服くらいちゃんと着てほし

い。日本の評判が下がってしまう。

しかも，着ている服が公式の服だとい

うのはだめだと思う。まだ私服であれば

多少の乱れも許されたと思うけど，公式

の服くらいは個性がどうとか言わずにき

ちんとした服装をしてほしい。

他領域での記述問題が無記入であった生徒

たちも，今回の記述問題はメディアでも大き

く取り上げられたものをテーマとしたため，

生徒たちにとって，記入しやすいものとなり，

無記入の生徒が大幅に減った。このように，

まとまった文章を記入させるためには，テー

マを工夫することが重要である。

また，洗濯の経験が少ない生徒が多く，家

庭で使用している洗濯用洗剤を知らない生徒

も多かったため，被服管理の授業を通じて，

洗濯に対する興味・関心を高めることができ

たかを見るために，最近，店頭に出回るよう

になった洗濯用洗剤の特徴を問う問題を出題

した。日常着の洗濯方法についての授業は，

グループによる学習としたため，この学習内

容について，生徒個人が習得できているかを

確認するために，「繊維の性質や被服のデザ

インを考慮した洗濯の工夫について考えを深

めている」との観点から，被服の組成表示と



写真，価格などの情報から総合的に判断して，

洗濯方法を考える問題を出題した。

(3) イメージマップによる評価

健康で快適な被服の選択ができる視点を持

たせるために，乳幼児と高齢者用の被服を観

察し，被服の良い点・問題点・改善点をグル

ープで話し合わせ，グループ単位で発表させ

た。また，他のグループの発表を聞くことを

通して，健康で快適な被服の条件について整

理させ，イメージマップにまとめさせた【資

料７】。文章表現を苦手とする生徒も，イメ

ージマップはキーワードを記入すればよいた

め自分の考えと友人の意見から得た考えを次

々と単語にして記入し，つなげていくことが

できた。イメージマップは，生徒の思考が項

目に分かれて整理されており，教師側も評価

しやすくなった。

【資料７】イメージマップ

３ 成果の普及と今後の展望

(1) 成果の普及

愛媛県高等学校教育研究会家庭部会のホー

ムページに完成した指導案・ワークシートを

掲載し，県内の家庭科教員が自由にダウンロ

ードできるようにした。また，研究経過をホ

ームページに掲載することにより，教員間で

双方向の意見交換ができるようになった。今

後も，研究経過については公開する予定であ

り，ホームページ上での活発な意見交換を行

っていきたい。【資料８】

また，３年間の研究報告として，11月に公

開授業及び研究発表を行ったところ，約60名

の県内の家庭科教員が参加した。研究協議を

通して評価に関する意識が高まり，有意義な

研修の場となった。

(2) 今後の展望

生徒を取り巻く環境が著しく変化する中，

生活体験の乏しい生徒たちに，衣生活の自立

に向けて，家庭や地域における実践力をどの

ように付けさせることができるかを考え，常

に指導と評価を工夫していく必要がある。

また，新学習指導要領の実施に向けて，言

語力の育成を課題として，教科だけでなく，

学校全体として取り組む体制を整えることが

できたため，今後も継続して研究していきた

い。

【資料８】愛媛県高等学校教育研究会家庭部会のホーム

ページ

○研究経過の報告

○県内の家庭科教員による双方向の意見交換



平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名 長崎県立長崎南 高等学校
ふ り が な ながさきけんりつながさきみなみこうとうがつこう

校 長 名：宮原 照彦

所 在 地：長崎県長崎市上小島４丁目13番１号

電話番号： 095-824-3135

(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 家庭（普通教科）

≪研究主題≫

科目「家庭基礎」の「保育分野」における

評価方法に関する研究

【研究の要点】

主題設定の理由

生活体験の少ない生徒にとって，交流学習などの実践的

・体験的な活動を取り入れることが重要であり，それらの

活動を通して生徒の変容を明確にする評価方法を工夫する

必要があり，本研究主題を設定した。

研究対象学年：１学年

成果と課題

①単元及び授業の焦点を絞った内容のまとまりごとの評価

規準・評価方法を作成・改善することによって，目的を

明確にした授業ができるようになった。

②授業のワークシートに生徒の意見を書く欄を設け，授業

終了後の点検によって，その後の授業改善に生かすこと

ができた。

③触れ合い体感に関するレポートの自己評価は，評価選択

項目の工夫，評価項目の簡略化等により教師の評価とし

て取り入れることが可能であることが分かった。今回は，

コミュニケーション能力の【技能・表現】だけについて

評価したが，他の観点についての自己評価も可能である。

④相互評価は，触れ合い体感のような生徒全員が活動する

交流学習では適切ではないことが分かった。

⑤交流学習での事前・事後アンケートは生徒の変容を探る

効果的な手段である。さらに，四観点に結び付けること

ができるアンケート項目の工夫・改善に取組み，評価に

利用する。

⑥乳幼児触れ合い体感の実施時期が早いため，生徒の発達

段階から期待される保育に関する考えの深まりがやや不

十分であるが，グループ討議後の意見の共有や教師の適

切な助言等の工夫により，グループ討議のレポートの内

容を充実させることができる。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

昭和36年に長崎県立長崎南高等学校として開

校し，今年で50年目を迎える各学年普通科７ク

ラスの進学校である。生徒は「理想は高く，気

魄と情熱に燃えよ」の校訓のもと，学習と部活

動の両立を目指し，日々努力している。

本校生徒については，社会体験，生活体験等

の機会が少なく，生活力については，十分育成

されていない状況が見られる。

このような中，本県では県の事業として，平

成18年度から「乳幼児触れ合い体感事業」が推

奨されており，平成22年度までに公私立高校67

校（約80％）が実施している。

その効果の高さから継続して実施している学

校も多く，本校も平成19年度からこの事業を実

施しており，体験学習の評価の在り方について

検討している所である。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

（高等学校）
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 ７ 280 ７ 279 ７ 269 21 828

計 ７ 280 ７ 279 ７ 269 21 828

※教員数46名（家庭科教員１名）

※本校では科目「家庭基礎」２単位を第一学年で履修

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

科目「家庭基礎」の「保育分野」における

評価方法に関する研究

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

本校は一人っ子やきょうだいの少ない生徒

が多く，異年齢の子どもとかかわる機会がほ

とんどないのが現状である。そのような生徒

にとって，科目「家庭基礎」の「保育分野」

において，乳幼児との触れ合いや交流などの

実践的・体験的な活動を取り入れることが重

要であり，それらの活動を通して生徒の変容

（必要な基礎的・基本的な知識・技術の習得，

総合的な理解等）を明確にする評価方法を工

夫する必要があり，本研究主題を設定した。

○［調査研究の対象］

「家庭基礎」を履修している１年生を対象

に，保育分野において生徒が主体的に取り組

む学習活動（乳幼児との触れ合いや交流）を

核とし，生徒の変容を明確にする評価方法の

工夫と四観点を踏まえた総合的な評価方法に

ついて研究を進めた。



【第１学年】 家庭基礎

評価の観点

関
分 心 思 技 知
野 容項目 具体の単元（題材） ・ 考 能 識

（ 意 ・ ・ ・
領 欲 判 表 理
域 ・ 断 現 解

） 態
度

１子どもを （１）未熟なだけではな
知る い子ども ○

（２）子どもとかかわる
○ ○ ○ ○

２発達のす （１）人の発達と保育
ばらしさ ○ ○ ○

（２）からだの発達
家 ○ ○
庭 （３）心の発達
基 ○ ○ ○
礎 ３子どもの （１）子どもの生活をつ

生活 くる ○
保 （２）遊び
育 ○
分 ４親になる （１）子どもの人間形成
野 ことを考 と親の役割 ○ ○ ○

えよう （２）子どもを持つとい
う選択 ○

（３）たくさんの目で子
育てを ○ ○

５すこやか （１）出産と子育てのた
に育つ環 めの社会的支援 ○ ○
境 （２）子どもの権利と福

祉 ○
（３）これからの子育て

○ ○

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

（1）交流学習

①触れ合い体感以前の交流学習

平成19年度以前は，本校の正門から歩いて

５分程度のところにある保育所を訪問して

交流を行っていた。

この保育所訪問は，子どもが苦手な生徒に

は取り組みにくく，０歳児と交流をもつこと

ができる生徒がクラスの１～２名の女子に限

られていたこともあり，命の大切さや親にな

ることの意識を深める活動としては，不十分

な点が否めなかった。

②長崎南高触れ合い体感の概要

平成19年度に県の子ども未来課から，触れ

合い体感事業への参加の呼びかけがあり，参

加乳幼児親子の確保も依頼できるということ

で，触れ合い体感の実施に切り替えた。生徒

全員が体験でき，授業に組み込んだ親を交え

た交流学習ということで，従前以上に，充実

した体験学習とするよう心がけている。また，

今後も県の事業と連携して進めて行く予定で

ある。

（ｱ）乳幼児触れ合い体感の参加者募集方法

実施の約１ヶ月前に，子育て支援センタ

ー・保育園・幼稚園・昨年度の参加親子等

へ参加募集パンフレット（資料１）を送付し，

本校のホームページにも募集要項を掲載し

ている。参加を希望する親子からの返信は，

電話またはパンフレットの裏に必要内容を

記入してＦＡＸで返信するか電話で連絡を

とるという方法で行っている。

今年度までの参加親子数は，下表の通り

である。

平成19・20・22年度はクラス平均15～16

組の親子が参加し，１組の親子に生徒２～

３人が交流するという割合であった。

この活動を安定・継続して進めていくた

めには，参加を呼びかける新しい関係機関

を少しずつでも開拓していく必要があると

考える。

（ｲ）触れ合い体感の日程

＜日程＞３・４校時実施
10:20～ 乳幼児親子への諸注意
10:25～10:30 移動
10:30～10:35 生徒代表のあいさつ
10:35～10:40 生徒お遊戯披露
10:40～11:10 触れ合いタイム(前半)

（質問，触れ合い）
３校時終了

11:10～11:20 休憩
11:20～11:50 触れ合いタイム(後半)

（質問，触れ合い）
11:50～11:55 生徒からのお礼のあいさつ
11:55～12:10 生徒は教室に移動し授業のま

とめをする
４校時終了

（ｳ）実施にあたっての工夫

○普通教室(通常は多目的教室として使

用)２部屋を利用した。机を廊下に出し，

椅子は教室の壁側に並べ，床にセラピー

マットを敷く。

○１組の乳幼児親子に男女２人組のグルー

プが交流できるようにした。男子だけの

グループでは，母親とのコミュニケーシ

ョンを上手くできないという状況があっ

たため，生徒の組み合わせを工夫した。

○Ａ教室０～２歳児，Ｂ教室３～６歳児に

分け，クラスの生徒が半分ずつ入室し，

設定した２回の触れ合いタイムで入れ替

わり，全員が異年齢の乳幼児と触れ合う

ことができるようにした。

○触れ合いを始める前に，生徒による遊戯

等を披露しているが，親子・生徒の緊張

乳幼児ふれあい体感参加親子組数及び延べ人数
平成１９年度平成２０年度平成２１年度平成２２年度

参加親子組数 118 106 67 98
参加親子延べ人数 283 231 143 206



をほぐすために有効である。

（触れ合い体感の様子）

（ｴ）準備したもの

○絵本・お絵かきセット・折り紙

○テッシュ・雑巾

○麦茶・お湯・コップ・簡単なおやつ

○生徒用の手指消毒液

（ｵ）保険について

参加親子には，レクリエーション傷害保

険をかけた。金額は１人につき50円である。

生徒は，授業等で使用している日本スポー

ツ振興センター災害共済を利用している。

（2）ねらいの到達のために効果的な指導・評

価方法及び学習の実現状況

①授業の組立とねらい

授業で，保育の基礎的・基本的な知識・技

術（乳幼児の特徴・からだの発達・心の発達

・子どもの生活・遊び等）を学習した後，乳

幼児触れ合い体感を実施し，基礎的・基本的

な知識・技術の総合的理解と，親になること

の意識付けを行う。また，平成21年度からは

子どもを生み育てることの意義，親になるこ

との意識付け等についての学習をより深める

ため，クラス毎に５～６名のグループで，グ

ループ討議を試みた。

②評価の工夫と方法及び観点別評価

四観点を総合的に評価する「乳幼児触れ合

い体感」を核にして，［調査研究の対象］の

計画表を基に，資料２の評価規準と評価方法

で実施した｡

③交流学習

（ｱ）生徒への事前指導

○服装・乳幼児との接し方に関する諸注意

○事前アンケート実施

○触れ合い体感レポートの記入

・授業に対する自分の目標（自己評価）

＜関心・意欲・態度＞

・「質問事項」（Ｑ＆Ａ） ＜技能・表現＞

（ｲ）生徒への事後指導

○グループ内の相互評価

＜意欲・関心・態度，技能・表現＞

○事後アンケート実施

○触れ合い体感レポートの記入・提出

・自己目標の自己評価＜意欲・関心・態度＞

・質問事項の回答 ＜技能・表現＞

・自己評価＜意欲・関心・態度，技能・表現＞

・感想 ＜思考・判断＞

※触れ合い体感レポートは，用紙を生

徒に事前に配布しておき，実施後記・

提出させている。事後アンケート，グ

ループ内の相互評価は，触れ合い体感

実施後の授業で実施している。

④単元学習後に見るねらいの到達度

乳幼児触れ合い体感実施後の生徒の変容に

関して，次のア～オの視点から（ ）に示し

た評価方法で評価を行っている。また，グル

ープ討議は体験学習の内容を深めることにつ

ながるテーマを工夫している。

ア 乳幼児や親とのコミュニケーションが上手

にできたか。（レポートの自己評価・質問事項の

記入)

イ 子どもの心身の発達・遊び・生活等を総合

的に理解したか。(レポートの自己評価・感想・

筆記試験)

ウ 自分の親への感謝・命の尊さを学ぶことを

含め,親になることへの意識付けがなされ

たか。（レポートの感想)

エ 乳幼児や親に積極的に関わることができた

か。（レポートの自己目標評価・相互評価）

オ 子どもを生み育てることの意義，親になる

ことの意識付け，男女が協力して家庭を築

くことの重要性について認識できたか。

（レポートにグループ討議の意見を記入）

（3）評価方法に関する研究成果

以前から，交流学習等での体験活動では教師

による授業観察が難しいこと，教師の評価が煩

雑になりやすいことが課題であった。

そこで本研究では，できるだけ評価を簡略化

することと，教師の授業観察を補うための生徒

による評価の活用について考えた。

①評価規準の改善

教科書の題材（単元）ごとの評価規準と評

価方法を作成した後，平成21年度以降，授業

の焦点を絞った内容のまとまりごとの評価規

準を作成た。（資料２）評価方法を改善にする

ことによって，目的を明確にした授業ができ

るようになった。

②ワークシート

平成21年度より学習に使うワークシート

に，例えば，「子どもの体の発達を学習し，



自分の生い立ちを振り返ってどのように感じ

ましたか」等，生徒の意見や感想を書く欄を

設けた。授業の中でも時間をとり，記入・提

出させ，点検等を行っている。生徒の意見や

感想をその後の授業改善に生かしたり，【知

識・理解】の評価の参考にしたりした。

○生徒の意見や感想の例

ア 自分は人見知りが激しい子どもだったよう

で，母親に苦労をかけた。

イ 自分はハイハイをしないで，すぐ歩いたそ

うだ。子どもの発達には個人差があるとい

うことを実感した。

上記のアのように自分の成長の状況等を思

い出して書くことができているものについて

はＢと判断し，イのように学習内容と照らし

合わせて書くことができているものをＡと判

断した。

③乳幼児触れ合い体感に関するレポート

（ｱ）自己評価 （資料３）

※これ以降に示すアンケート結果は生徒280名の結果

○平成20年度

生徒の評価選択項目をＡ(よかった)，Ｂ

（普通），Ｃ（よくなかった）の３項目で

施した。生徒のアンケートの結果は以下の

とおりである。

Ａ・・５５％，Ｂ・・３６％，Ｃ・・９％

○平成21年度

評価選択項目をア～エの４項目で実施

し，次のようにＡ～Ｂの３項目に読み替え

るという改善を行った。

アとてもよかった・・Ａ「十分満足できると判断される状況」

イよかった ・・Ｂ「おおむね満足できると判断さ

ウあまりよくなかった れる状況」

エよくない・・・Ｃ「努力を要すると判断される状況」

生徒のアンケート結果は以下のとおりである。

評価項目 自己評価 評価項目 自己評価

子どもと楽しく話せた 子育ての理解が深まった
子どもと楽しく遊べた 乳幼児の世話を体験できた
安全に配慮して接した お母（父）さんと楽しく話せた
子どもがかわいく思えた 実習前と自分が変化した

Ａ
55%

Ｂ

36%

Ｃ
9%

Ｈ２０年子どもと楽しく遊べた

Ａ・・５２％，Ｂ・・４７％，Ｃ・・１％

○平成22年度

評価の簡略化を試み，生徒のコミュニケ

ーション能力をみる【技能・表現】だけに

絞って，次のように評価を改善・実施した。

生徒のアンケート結果は以下のとおりで

ある。

Ａ・・４４％，Ｂ・・５３％，Ｃ・・３％

以上のように，平成21年度は評価選択項

目の工夫によって，平成22年度は評価項目

の簡略化によって，Ａ，Ｂ，Ｃの評価のバ

ランスが理想的な形になった。生徒自身に

とっても評価を絞った方が客観的に自己評

価ができ，工夫次第で生徒の自己評価を教

師の評価として取り入れることが可能であ

ることが分かった。

長崎地区の協力校である長崎西高校でも

同様の自己評価を実施したが，ほぼ同様の

傾向が見られた。

（ｲ）Ｑ＆Ａレポート

事前に生徒が乳幼児の親への質問内容を

記入しておき，交流会で実際に親に質問し，

その回答を記入するようにしている。

これにより，生徒のコミュニケーション

能力【技能・表現】と【意欲・関心・態度】

評価項目 自己評価

子どもと楽しく話せた
子どもと楽しく遊べた
乳幼児の世話を体験できた
お母（父）さんと楽しく話せた

ア
44%

イ・ウ
53%

0%
エ

3%

Ｈ22年子どもと楽しく遊べた

ア

52%
イ・ウ
47%

0%

エ
1%

Ｈ21年子どもと楽しく遊べた



を評価した。

○生徒のレポートの例

【質問：子育てで，困ったことは何ですか？】

ア 予定した通りにならないことがある。

イ 訳が分からず子どもが泣き続けると，嫌に

なることがある。

ウ 外出直前に子どもが熱を出したりすると予

定を取りやめなければならないことがある。

こんな時，子どもを責任持って預かってく

れるシステムがあると，親は助かるだろう。

エ 訳が分からず子どもが泣き続けると，嫌に

なることがある。分からないことで不安に

なるので，そんな時は夫や家族が一緒に考

えたり，経験のある人に相談したりするこ

とが必要だと思う。

上記のア，イのように，質問に対する回

答だけを書いているものについてはＢと判

断し，ウ，エのように具体的に書き，それ

に対する自分なりの考え等を加えているも

のをＡと判断した。

（ｳ）感想

主に生徒の【思考・判断】を評価した。

○生徒の感想の例

ア 本当に可愛かったので，また何度でも赤ち

ゃんと触れ合いたいです。

イ 楽しく触れ合うことができ，とてもいい経

験ができたと思います。

ウ 子どもと触れ合うことで命の大切さや，自

分もこんな時期があり大切にされてきたと

いうことを実感しました。子育ては大変な

ことが多いけれど，その中で幸せを感じる

こともたくさんあるということを学びまし

た。

エ 子どもと触れ合ったりお母さんの話を聞い

たりしているうちに，自分も将来，子育て

をしてみたいと強く思うようになりまし

た。

上記のア，イのように感想だけに止まっ

ているものについてはＢと判断し，ウ，エ

のように自分の考えを深めているものや生

徒の変化が見て取れるものはＡと判断し

た。(資料４)

例：乳幼児触れ合い体感学習レポート

④相互評価

平成21年度より相互評価(資料５)を実施し

た。事前指導の段階で相互評価表を配布し，

交流会を実施した数日後に各自で記入・提出

させる方法で，平成22年度は評価選択項目や

評価項目を改善するとともに，交流会後の授

業中に教師がいる状態で記入するという方法

でそれぞれ行ったが，どちらも結果に差がみ

られなかった。生徒のアンケート結果は以下

のとおりである｡

○平成21年度

Ａ・・６８％，Ｂ・・３２％，Ｃ・・０％

○平成22年度

Ａ・・６４％，Ｂ・・３５％，Ｃ・・１％

相互評価についてはＡ「十分満足できると

判断される状況」に偏った高い評価となり，

信憑性に問題がある結果となった。これは，

このような交流学習では，生徒は他の生徒を

客観的に評価することが難しく，また体験活

動中に他の生徒の様子を観察する余裕もない

ということによるものと考えられる。

以上のように，触れ合い体感のような生徒

全員が活動する交流学習では，相互評価は適

切ではないことが分かった。

⑤事前・事後アンケート

平成20年度は事後アンケートだけを実施し

たが，生徒の変容を確認するため，平成21年

度からは事前・事後アンケートを行った。

（資料６）

各項目のアンケート結果は次のとおりである。

○「将来家庭を持って子どもを育てたいか」

・事前アンケート結果

アとても・・53.6％， イ普通・・35.3%

ウ少しだけ・・6.4%， エ全然ない・・4.3%

・事後アンケート結果

アとても・・65.2％， イ普通・・25.8%

ウ少しだけ・・7.1%， エ全然ない・・1.9%

触れ合い体感実施後は，「アとてもそう思

うようになった」という回答が増え，「エ全

然そんな気持ちがない」という回答が減少し

たことは，うれしい結果である。クラスに１

～２名は結婚や子育てに対して否定的な生徒

がいるが，そのような生徒の意識がこの触れ

合い体感を通して，少しでも変容するのでは

ないかと期待している。

○「触れ合い体感は楽しみ（楽しかった）」

・事前アンケート結果

アとても・・44.7％， イ普通・・43.4%

ウ少しだけ・・7.2%， エ全然ない・・4.7%

・事後アンケート結果

アとても・・74.5％， イ普通・・24.3%



ウ少しだけ・・0.7%， エ全然ない・・0.4%

「触れ合い体感は楽しかった」「乳幼児が

好きになった」という回答が，触れ合い体感

実施後に急激に増えているのは，触れ合い体

感の大きな効果であると考える。

協力校である長崎西高校でも同様の事前・

事後アンケートを実施したが，ほぼ同様の傾

向が見られた。

このような交流学習では，事前・事後アン

ケートは生徒の変容を探る効果的な手段である。

⑥グループ討議・レポート(資料７)

平成21年度より各クラス６名前後のグルー

プによる討議を実施し，レポートの内容から

【思考・判断】の評価を行った。テーマは以

下に示すとおり，「子どもを産み育てること

の意義」「親になることの意識付け」等の内

容をより深めるためものを準備した。

○協議テーマの例

・子どもを生み育てることは，親にとってどの

ような利点があると思うか

・子どもの性格形成に，親の影響はあると思うか

・子どもを両性(男女)で育てる意義は何か

実施は６月～７月にかけてであるが，中学

校を卒業してまだ数ヶ月の生徒にとって，こ

のようなテーマでのグループ討議を自分たち

だけで進めていくのは，生徒の発達段階から

見ても，やや無理があった。

しかし，グループ発表により，互いの意見

を共有したり，適宜，教師が，「親からかけ

られた言葉を思い出しながら考えてみよう」

「自分の性格を振り返りながら考えてみよう」

等と助言をしたりすることによって，生徒は

グループ討議について，内容の充実したレポ

ートを完成させることができ，子育てについ

ての意識も深めることができた。

⑦筆記試験

従前は【知識・理解】だけの評価を行って

いたが，下記のように設問を工夫し，【思考･

判断】の評価もできるように工夫した。

○設問の例

【集団保育の必要性や課題について，あなたの

考えを述べなさい】

ア 少子化なので，子ども同士で遊んだりする

ことは大事である。

イ 子どもを保育所に入れることができないで

困っている親が多いのは問題である。

ウ 少子化の現代では，子ども同士で遊んだり

して社会生活の基礎を体験することができ

る集団保育は必要である。

エ 子どもを保育所に入れることができないで

困っている共働きの親が多いのは問題であ

る。国の対策や親のニーズにこたえる取組

が必要である。

ア，イのように必要性や課題のみを述べて

いるものをＢと判断し，ウ，エのように必要

性や課題について理由や対策等に触れている

ものをＡと判断した。

⑧観点別評価を意識した取組のメリット

○授業ごとの到達目標が明確になり，要点を

押さえた授業の組み立てが可能になった。

○授業ごと，途中経過ごとに評価ができ，手

だてが必要な生徒の把握・対応が可能にな

った｡

○実践的・体験的な活動でも多角的な評価が

でき，精度の高い評価が可能になった。

○交流学習等での生徒の変容の把握ができ，

それによって生徒個人のねらいの到達度の

把握も可能になった。

３ 成果の普及と今後の展望

（1）成果の普及

①平成22年7月28日の長崎県高等学校・特別

支援学校教育研究会家庭部会・家庭科教育

研究会総会並びに研修会で発表した。

②長崎県高等学校・特別支援学校教育研究会

家庭部会・家庭科教育研究会誌に研究内容

を掲載した。（平成23年3月発行予定）

③本校ホームページに研究内容掲載(23年未定)

（2）今後の展望

評価は，授業で実践して初めてその実用性

が確認できる。誰もが簡単に取り組むことが

でき，効果の高い評価にするためには，授業

での実践を通して検証や改善を繰り返すこと

が必要である。それには時間がかかるが，今

後も本研究の成果を踏まえ，評価の改善に取

り組んでいきたい。

また，触れ合い体感を核にした保育分野の

授業を継続して実施し，生徒や参加した乳幼

児親子にとってより有意義な授業となるよう

に工夫していきたい。
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