
 

 

平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫ 

学
がっ

校名
こうめい

 仙台
せんだい

市立
し り つ

広瀬
ひ ろ せ

小学校
しょうがっこう

 

校 長 名：熊谷 和彦 
所 在 地：宮城県仙台市青葉区下愛子字二本松 40 
電話番号：022－392－2208 
(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 

Ⅰ 研究指定校の概要 

１ 学校・地域の特色及び実態 

   仙台市中心部より約 10ｋｍにある本校は，

南には蕃山が広がり，北側には広瀬川が流れ

るなど，自然豊かな場所に位置している。ま

た，高等専門学校，市の文化センターや図書

館など教育関係施設が充実していたり，学校

教育に協力的な人材が豊富であったりするな

ど学習素材が豊かである。 

総合的な学習の時間については，今回の指

定研究をきっかけに実践を積み重ね，自ら学

ぶ児童の育成を目指している。 

 

２ 学校の概要（平成 2２年４月５日現在） 
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３
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特別

支援

学級 

計 

学級数 ４ ３ ３ ３ ３ ３ 2 21 
児童数 107 92 107 118 114 104 6 648

教員数 40 名（1 名） 
 

≪研究主題≫ 

 

 

 

 

【研究の要点】 

＜研究主題の設定理由及び研究対象＞ 

本校の総合的な学習の時間においては，これまで，独自の

目標を設定するなど全体計画に基づいた組織的な取組が十分

になされていなかった。 

 そこで，今回新たに示された国の指針に基づく実践を通し

て，これからの総合的な学習においては，どのような評価の

在り方が望ましいのかについて探るために本研究主題を設定

した。研究対象は，新たな総合的な学習の時間の実践に取り

組むことから，全学年の全領域とした。 

＜調査研究の内容＞ 

・評価観点の設定 

・単元構想，授業づくりの在り方 

・個人の伸びを見取るための評価 

・妥当性，信頼性のある評価 

＜成果○と課題●＞ 

○育てようとする資質や能力及び態度，内容系列表に基づい

て単元を構想する。 

○単元の目標，小単元の目標，児童の姿を事前に想定する。

○単元の評価規準及び小単元の評価規準，１単位時間のねら

いの，ねらいを見取るための指標（B 基準）の設定。 

○単元構想＆単元評価規準表の作成 

○わかばマップの活用 

○グループモデレーション的手法による話し合い 

●育てようとする資質や能力及び態度，内容系列表の更新 

●作品以外による評価方法の検討 

●実践の共有 

 

Ⅱ 研究の内容及び成果等 

１ 調査主題について 

(1)研究主題 

 

 

 

 
(2)研究主題設定の理由と対象 
○［研究主題設定の理由］ 

平成２０年３月に告示された学習指導要

領では，総合的な学習の時間における改訂さ

れた目標が示された。それに伴い，各学校に

おいては新たに示された目標を反映させ，創

意工夫しながら実践していくことが求められ

た。しかし，本校においてはこれまで独自の

目標を設定するなど，全体計画に基づいた組

織的な取組が十分になされていなかった。ま

総合的な学習の時間における 

新たな評価の在り方 

～学びを見取り，気付きの質を高める指導を通して～

総合的な学習の時間における 

新たな評価の在り方 

～学びを見取り，気付きの質を高める指導を通して～



 

 

た，評価については中教審の答申において，

「各学校において，総合的な学習の時間にお

ける育てたい力や取り組む学習活動や内容を，

子どもたちの実態に応じて明確に定め，どの

ような力が身に付いたかを適切に評価する」

ことが指摘された。 
そこで，今回新たに示された国の指針に基

づく実践を通して，これからの総合的な学習

の時間においては，どのような評価の在り方

が望ましいかについて探るために本研究主題

を設定した。また，評価は児童の確かな学び

があってこそできるという共通理解を図り，

指導と評価の一体化により学びを通した児童

一人一人の気付きを高めていきたいと考え，

サブテーマを設定した。 
 

○［調査研究の対象］ 
調査研究の対象については，国から示され

た指針に基づいた新たな総合的な学習の時間

の学習に取り組むことから，３年間通して全

学年とした。観点についても，すべての評価

観点を対象とした。 
 

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善 

(1)20 年度の調査研究 
○［評価観点の設定について］ 

評価の観点は，当初，教科との関連を図り

やすいよう，また，学習内容を評価できるよ

う教科型の 4 観点で設定した。 
   しかし，以下の理由により資質型の観点へ

の変更について検討した。 
・「知識・理解」とは，学んだことすべてにつ

いて理解することを意味しており，自ら課

題を見つけ，最終的に自分の生き方を考え

る総合的な学習の時間にはふさわしくない

のではないか。 
・教科との関連は図りやすいが，総合的な学

習を通して児童にどんな力を付けさせる

かが分かりにくい。 
そこで，教科型４観点と資質・能力型の観

点を比較することとした。比較にあたっては，

下記のような表を活用して「教科型」の評価

規準が「資質型」のどの部分と整合性がとれ

るのか検討した。 
 関・意・態 思・判 技・表 知識・理解

問題解決 ○ ○ ○ × 

生き方 ○   × 
かかわり  ○  × 
その結果，「知識・理解」以外の観点は整合

性がとれることが分かったので，知識をどの

ように見取っていくかについて今後検討する

ことを確認し，資質型に変更することとした。 
 

○［信頼性や客観性のある評価について］ 
信頼性や客観性のある評価をするために，

グループモデレーションの手法を取り入れた。 
   7 月に行った授業についてのルーブリック

は以下の通りである。 
評価の観点 知識・理解① 
具体的な 
評価規準 

青年海外協力隊で活躍した人の思い

や願いを理解する。 

評価基準

５

講師が伝えようとしている思いや願

いを深く理解し，そこから得た知識

をもとに，これからの自分について

考え，よりよく生きようとしている。

（13％） 

４

講師の思いや願いを理解し，これか

らの自分について考え，よりよく生

きようとしている。（43％） 

３
講師の思いや願いを理解し，自分な

りの感想を書いている。（27％） 

２
講師の思いや願いをつかめておら

ず，感想でも触れていない。（17％）

１ 記述なし。（0％） 

成果は，話し合いの中で，同じ評価資料で

も評価規準の解釈について教師間に相違点が

あることが明らかになり，どのような視点で

評価したのかについて出し合う中で評価基準

をならすことができ，ルーブリック作成手順

も学ぶことができたことである。 
しかし，授業の度に時間を確保し，ルーブ

リック（評価基準）を５段階に設定すること

は時間的に難しいという課題が残ったため，

10 月には，3 段階で行うこととした。 
10 月に行った授業についてのルーブリッ

クは，以下の通りである。 
評価の観点 問題を解決する力①

具体的な 
評価規準 

これまでの自分を振り返り，よいと
ころや足りないところに気付くこと
ができる。 

評価基準

３
自分のよいところを知り，自分の足
りないところを書いている。（実生活
に即して理由が書かれている。） 

２
自分のよいところを知り，自分の足
りないところを書いている。（実生活
に即して理由が書かれていない。） 

１ 書いていない。 

   3 段階評価にしたことにより短時間で評価

基準を統一することができたが，モデレーシ



 

 

ョンの時間をどう確保するか，記述に表れな

いものをどう評価するか，個人の伸びをどう

評価するかについてなどが課題として残った。 
 

○［21 年度へ向けての課題］ 

資質型だけでは内容の理解を評価し得ない

ことから，「知識・理解」という量の測定では

なく，下記のように「知的な気付きの深まり

（知的認識力）」という観点を設定し，質的な

内容の評価を行う。気付きの深まりを評価す

ることで，個人内評価などの課題も合わせて

解消できると考えた。 

学習に 
関すること 

方法 課題設定力，追究力（情報

収集・整理分析），表現力

内容 知的な気付きの深まり 
（知的認識力）

自分自身に 
    関すること 

今の自分を見つめ， 
自分を生かそうとする力 
行動化する中で 

新しい自分を創る力 
他者や社会との 
かかわりに関すること 協働して課題解決する力 

信頼性・客観性のある評価は，簡潔，簡便

にできる方策について，さらに，個人内評価，

作品以外の評価方法についても検討する。 
 

(2)21 年度の調査研究 
○［評価観点の設定について］ 

児童の学習の実現状況を把握するに当たり，

学習を通して育てたい児童像をより明確にす

るために，育てようとする資質や能力及び態

度に基づいた評価観点を設定した（下記の①

～⑤）。それに加えて，学習内容を個に応じて

質的に評価するために，新たに「行動化を目

指す知的認識力」という評価観点を設定した。 
【学習方法に関すること】 
①課題設定力 ②追究力 ③表現力  
【他者や社会とのかかわりに関すること】
④かかわり合う力 
【自分自身に関すること】 
⑤自分の生き方を考える力 
⑥行動化を目指す知的認識力 

４月当初の観点 

当初，育てようとする資質や能力及び態度

の観点に基づいた①～⑤の評価観点は学習内

容を含まない形での表記をし，⑥の「行動化

を目指す知的認識力」のみに学習内容を表記

した。「どんな力が付いたか」と「何を学んだ

か」を分けて表記していた。しかし，「どんな

力が付いたか」を見取る際も学習内容を含ん

でいなければ見取りにくい，単元の評価規準

は単元の目標・内容に基づいて設定すること

が望ましいという理由から，①～⑤の観点へ

⑥で想定した児童の気付きの高まりや単元の

学習内容，具体的な方法などを入れた。この

結果，①～⑤の観点と⑥の観点に重複する部

分が出てきたので，①～⑤は年間指導計画の

ある場面で見取るもの，⑥の観点は年間を通

して見取るものとして位置付けた。 
   その後，本研究の協議会等で知的認識力を

①～⑤の観点の包括概念として表してはどう

かといった指導をもらい，知的認識力を評価

観点から外し，「想定する知的営みの姿」とし

た。具体的には，単元のゴールイメージに到

達するための各学習段階における児童の学び

や気付きの高まり，つまり「何を学ぶか」を

想定したものとした。また，「期待するわかば

マップ」の記述内容として，児童の具体的な

姿も記述した。最終的には評価観点を５つ，

そのもととなるものを「想定する知的営みの

姿」とした。 
①課題 

設定力
②追究力 ③表現力 

④かかわ

り合う力 

⑤自分の

生き方を

考える力 

⑥行動化を

目指す 
知的認識力 

           
①課題
設定力 

②追究力 ③表現力 ④かかわ
り合う力 

⑤自分の
生き方を
考える力

 
「想定する知的営みの姿」 

変更後の評価観点 

 

○［評価規準の設定］ 

   単元の目標の実現状況を把握するために，

「単元の評価規準」を設定した。設定に当た

っては，学習指導要領解説「総合的な学習の

時間」の文言等を参考にした。次に，それを

単元の計画の中へ学習活動のねらいを踏まえ

て位置付け，「学習活動における具体の評価規

準」として設定した。「単元の目標」，「単元の

評価規準」，「学習活動における具体の評価規

準」，「想定する知的営みの姿」，「期待するわ

かばマップの記述内容」を「単元構想＆単元

評価規準表」に表した。授業では，「学習活動

における具体の評価規準」を授業レベルまで

詳しくしたものを「本時の目標」として，そ

の目標を達成できたかどうかを判断する際の

指標を「おおむね満足と判断する子どもの姿」



 

 

（評価基準の B）として設定した。できるだ

け簡潔，簡便に評価できるよう，Ｂ基準に達

しているかどうかのみで評価した。 
６学年の単元「共に生きる」（生き方）にお

いて，以下のように評価規準等を設定し，作

品による評価を行った。 
評価の観点 かかわり合う力 

単元の評価規準 

これからの自分の生き方を考えるに

あたり，友達との話合いや意見交換を

行い，自分の考えを伝えたり，相手の

考えを受け入れたりする。 

学習活動における

具体の評価規準 

自分の課題を解決するために必要な

情報や取組について，人との出会いや

友達との話合いをもとに考えている。

本時の評価規準(本
時の目標) 

友達との話合いなどをもとに，これか

らの取組について，自分の考えをもつ

ことができる 

おおむね満足と判

断する子どもの姿 

B 基準 
（方法） 

友達からのアドバイスなどをもとに，

これまでの取組のよさを生かしたり，

不十分な点を改善したりしながら２

月の取組を書いている。（ワークシー

トへの記述） 

   評価の結果，B（90％），C（10％）であっ

た。B に達しない児童についての指導・支援

の方法も事前に想定したことで，B に達した

児童が多く見られた。また，B に達しない児

童については対話による支援を行った。 
授業後には，単元の目標に迫るために「本

時の目標」は適切であったか，「おおむね満足

と判断する児童の姿（Ｂ基準）」は評価の指標

として適切であったかについて学年で話合い

をもった。「おおむね満足と判断する児童の

姿」については，児童の姿をもとにできるだ

け具体的に記述すること，評価場面や方法を

明確にすることが大切であることを確認した。

また，努力を要する児童への指導・支援の手

だてを事前に想定し，それについても，指導

や支援の方法をより具体的にすることの大切

さも確認した。 
 

○［評価方法について］ 

個人内評価をするために作品による評価を

行った。具体的には，「児童一人一人の気付き

が，どのようにかかわり合って課題として醸

成され，追究活動を通してどのように高まっ

たのかが分かるようにする」というねらいを

もち，学年の発達段階や学習内容に応じて学

年ごとの形式で「わかばマップ」を作成した。

単元の中で特に重要視する場面において，年

間を通して「わかばマップ」を作成すること

で，１年間の学習で児童一人一人にどんな力

が付いたのかについて読み取ることができた

とともに，児童の支援に役立った，また，児

童にとっても，それまでの学習を振り返った

り，考えをまとめたりする場面で有効であっ

た。 
 

○［22 年度へ向けての課題］ 

   今年度は実践を進めながら「単元構想＆単元

評価規準表」の在り方を検討してきた。その

結果，「単元構想＆単元評価規準表」を作成す

ることで，児童に何を学ばせ，どんな力をつ

けるのか，そのためにどの場面でどんな評価

をするかが明確になった。しかし，「単元構想

＆単元評価規準表」は，単元構想に基づいて

年度当初に作成し，1 年間の見通しをもつと

ともに普段の授業に役立てることが本来のね

らいである。来年度は単元の構想から授業に

おける評価までの流れを明確にしていきたい。 
評価の信頼性を担保するために，モデレー

ションの手法を生かし，授業後は話合いを重

ねてきた。また，年間を通して作品による評

価をしたことで，個人の伸びを見取ることが

できた。しかし，モデレーションの進め方や

回数が学年ごとに異なっているなど学校とし

て組織的な取組がなされたとは言えない。来

年度は，信頼性を担保するために，作品以外

にどのような評価方法を取り入れればいいの

か，モデレーションの手法をどのように取り

入れればいいのかについて探っていきたい。 
 

(2)22 年度の調査研究 

○［単元構想，授業づくり］ 
単元構想から授業づくり，評価までの流れ

は以下の通りである。 
・育てようとする資質や能力及び態度に基づ

いて児童の実態を把握する。 
・児童の学びの履歴や興味・関心，教師の願

いをもとに，学習課題・学習対象・学習事

項等を設定し，内容系列表と照らし合わせ

る。 
・「単元の目標」，「小単元の目標」，「想定する

わかばマップの内容」を設定する。 
・「単元の評価規準」，「小単元の評価規準」を

設定する。 
   ここまでを「単元構想＆単元評価規準表に」

記述する。 



 

 

・「小単元の目標」に基づいて「本時のねら 

い」を設定する。 
・「本時のねらい」が達成できたかどうかを 

判断するための指標として，「おおむね満

足と判断する児童の姿（B 基準）」，「B 基準

に達しない場合の支援方法」を設定する。 
成果は，単元構想に関しては，児童の実態

を把握して学習課題等を決めたことにより単

元構想がブレなかった，児童に付けたい力を

単元構想の段階で明確にできたので意図的な

かかわりができた，授業づくりに関しては，

B 基準やそれに達しない場合の支援までを事

前に設定することで付けたい力を明確にした

授業づくりができた，個に応じた支援ができ

たことなどが見られた。 
 

○［妥当性，信頼性のある評価］ 

   昨年度の課題となった信頼性のある評価

（どの教師も同じように判断できる評価）に

加え，新学習指導要領において重要視される

ことになった妥当性のある評価（目標に対す

る評価は適切か，学習活動は適切か）をする

ためにはどのような評価の在り方が望ましい

かについて探った。 
   今年度は，グループモデレーションの手法

を生かし，それを簡略化した本校独自の手法

（グループモデレーション的手法）を意図的，

計画的に取り入れた。簡略化したのは，頻繁

にモデレーションを行い，ルーブリックを作

成することは難しいと考えたからである。モ

デレーションは，基本的に小単元の終わりに

わかばマップの記述により行うこととした。 
４学年の単元「広瀬ドリームプラン」（地域）

のある場面において，以下のように具体的な

評価規準等を設定し，作品による評価を行っ

た。評価後に学年でグループモデレーション

を行い，教師間で評価にズレは見られないか，

ねらい・Ｂ基準・学習活動は適切か，Ｃの児

童への支援や今後の単元構想はどのようにす

るかについて話合いをもった。 
評価の観点 課題設定力 

単元の評価規準 

広瀬の様子の移り変わりを知る活動

や，地域のよさや地域を守っている

人々との出会いなどを通して地域の

理解を深め，課題意識をもつ。 

学習活動における

具体の評価規準 

広瀬の様子の移り変わりを知る活動

や，地域のよさや地域を守っている

人々との出会いをもとに，自分が理想

とする広瀬の姿を思い描いて個人課

題を設定する。 

本時の評価規準(本
時の目標) 

広瀬の様子の移り変わりに関して調

べたことや，地域のよさや地域を守っ

ている人々の思いなどを関連付けな

がら，広瀬の現状と課題を理解すると

ともに，自分の理想とする１０年後の

広瀬のまちの在り方について考え，ま

とめることができる。 

おおむね満足と判

断する子どもの姿

B 基準 
（方法） 

広瀬の様子の移り変わりに関して調

べたことや，地域のよさや地域を守っ

ている人々の思いなどを関連付けた

広瀬の現状と課題から，自分の理想と

する１０年後の広瀬のまちの在り方

について見通しをもち，自分の考えを

まとめている。（ワークシートへの記

述） 

６人の児童についてそれぞれ評価し，評価

結果を公表し合うと，下記のように１名の児

童の評価にズレが見られた。 
評価 理 由 

Ｃ 現状や思いはつながっているが，調べたこと

とのつながりが見られない。 

Ｂ 現状や思いとのつながりが見られ，今後の活

動が明確である。 

Ｂ 現状や思いとのつながりが見られる。 

ズレについて話合いをもち，調べたこと・

人々の思い・現状と課題のすべてがつながっ

ていなくても，いずれかと自分の考えの関連

が見られ，今後の活動に見通しをもてていれ

ばＢと判断することとし，再度評価した。 
修正したＢ基準は下記の通りである。 

（新） 
おおむね満

足と判断す

る子どもの

姿 B 基準 
（方法） 

広瀬の様子の移り変わりに関して調べたこ

とや，地域のよさや地域を守っている人々

の思いなどを関連付けた広瀬の現状と課題

から，自分の理想とする１０年後の広瀬の

まちの在り方について理由をもとに自分の

考えをもち，今後の活動に見通しをもって

いる。（ワークシートへの記述） 

   評価した結果，Ｂ（88%），Ｃ（12％）と

なった。Ｃの児童については対話をし，自分

の考えのもととなった理由や活動の見通しを

明確にすることとした。また，Ｂの児童がほ

とんどではあったが，これまでの学びと今後

の活動すべてがつながっている児童が少なか

ったことから，記述をもとに今後の活動の見

通しをもたせるという今回の学習活動は，4
年生の児童にとってやや難しく，児童の「○

○したい」という思いを大切にし，それはな

ぜかについて，児童の考えを引き出したり，

これまでの活動とつなげたりする活動がふさ

わしかったのではないかという結論に達した。 
   単元構想については，これまでクラス単位

で活動を行ってきたが，今後の児童の活動内

容が多くの場面で重なることが明らかになっ



 

 

たので，学年単位で活動することに修正した。 
   成果は，実際に児童の作品を見合うことで

互いの授業内容についての情報交換ができた，

単元構想（以後の学習活動）の見通しをもち

学年間で共有することができた，Ｂに達しな

い児童の支援に役立ったことなどである。 
 

○［来年度以降の課題］ 

［単元構想，授業づくり］ 
3 年間の取組により，単元構想から授業づく

り，評価までの流れについて，ある程度の方向

性を明らかにすることができた。今後も実践を

継続するとともに，これまでの実践を共有でき

るような方策を考えていきたい。 
［作品以外による評価] 

  作品による評価については，わかばマップを

活用することで個人の伸びを見取ることがで

きた。また，グループモデレーションの手法を

生かし，それを簡略化した本校独自の手法（グ

ループモデレーション的手法）を意図的，計画

的に取り入れることで，教師間の評価のズレを

修正するといった信頼性のある評価につなが

ること，以後の授業づくりに有効であるなど妥

当性のある評価につながることが明らかにな

った。作品以外の評価方法については，対話，

行動観察，自己評価などに取り組んでいるが，

それらの効果的な取り入れ方について明らか

にしていきたい。 
 
３ 成果の普及と今後の展望 

（1）成果 

［単元構想・授業づくり］ 
・育てようとする資質や能力及び態度に関する

児童の実態の把握，内容系列表に基づく学習

課題・学習対象・学習事項等の検討したこと

により，目標や身に付けたい力を明確にした

単元構想につながった。 
・単元の目標（ゴールイメージ），小単元の目

標と児童の姿（わかばマップの記述内容の

例）を事前に想定したことは，指導や支援に

役立った。 
・単元の評価規準に加えて小単元の評価規準を

設定したことで，1 単位時間のねらいを容易

に設定できるようになった。 
［評価］ 

・1 単位時間のねらいに加えて，それを見取る

際の指標（Ｂ基準）とＢに達しない児童の支

援について想定したことは，付けたい力を明

確にした授業づくりと個に応じた支援につ

ながった。 
・ワークシートとは別に「わかばマップ」を活

用したことは，児童一人一人の学びの評価や

支援，児童自身の学びの振り返りに役立った。 
・グループモデレーションを簡略化した手法を

意図的，計画的に取り入れることで，どの教

師も同じように評価すること，児童の支援，

単元構想の見通しを学年間で共有すること

などが比較的容易にできるようになった。 
 
（2）課題 

   3 年間の研究指定をきっかけに，本校の総

合的な学習の時間の目標，育てようとする資

質や能力及び態度，内容系列表などを設定し，

それらに基づいて単元構想を練ってきた。こ

れからも本校の児童の実態に合わせた学びを

生み出せるよう，定期的にそれらの更新を図

っていきたい。また，これまでの実践を共有

できるような方策を考えていきたい。 
 

（3）今後の展望 
  研究の成果は，次年度の仙台市教育研究会

生活・総合的な学習部会や本校で開催予定の

東北生活・総合的な学習教育研究協議会での

授業公開で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 横浜市立大岡小 学 校
ふ り が な よこはまし り つおおおかしようがつこう

校 長 名：森 孝昭

所 在 地：神奈川県横浜市南区大橋町3-49

電話番号： 045-711-0818

(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≫

「学びを創り，学びをみとる」

【研究の要点】

【研究主題設定の理由と研究対象】

本校の「総合的な学習の時間」の特色は、学級ごとに毎

年単元開発を行うことである。単元の開発や展開を考える

だけでなく、単元を通しての子どもの学びを的確に見取る

ことを目的に、研究主題を設定している。今回研究の対象

としたのは、第３学年から第６学年の全１２学級である。

【研究内容の概要】

これまでは、単元開発に力を注ぐ必要があるため、的確

な評価について課題があった。的確な評価規準の設定は、

授業改善やその後の授業作りに直結するものであることを

理解し実践することで、更なる単元の充実が図れるものと

考えた。評価規準の設定については、資質・能力を９つに

整理し、それにＡ、Ｂ‥と記号をつけて学習活動と対応さ

せたことで、学習活動によってどのような資質・能力を育

てるのかを明確にした実践が進んだ。

【成果と課題】

研究授業を通して評価規準の適切な設定を吟味したこと

で、学級ごとに学びを創っている本校でも、評価規準の精

度を保つことができたと考えている。評価方法については、

振り返りカードを読み取ってコメントを書くことは定着し

ていたが、活動案上に欄を作ったことで、評価できる場面

について、より幅広い見方ができるようになってきた。

課題としては、簡便で適切な評価規準の設定につきる。各

学級で異なる評価規準を設定するのは容易ではない。現在

は、評価規準の適切な設定について必要感が高まり成果が

出ているため、一定程度の水準を保って設定することがで

きている。しかし、長く続けていくことを考えると、より

簡便な方法を考える必要がある。学年ごとに、目指す資質

能力をより具体化し、学級化する手順や手間を簡略化する

などの新たな方法を示していきたいと考えている。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

横浜市の中心部よりやや南に位置し，住宅地

と商業地が混在したエリアになっている。交通の

大動脈である鎌倉街道や桜の名所・大岡川などの

ほか，市内最古の寺院である弘明寺観音や若宮八

幡宮などの歴史スポットも点在する。弘明寺観音

の門前に発達した弘明寺商店街は，現在も大勢の

人で賑わっている。

本校は，このような下町に立地しているため，

総合的な学習の時間の材に恵まれている。保護者

も協力的である。児童は，何事にも興味を示し，

人と進んでかかわることができる。一方で，教科

の学力の定着にはやや課題がある。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

１ ２ ３ ４ ５ ６ 特別支援 計

年 年 年 年 年 年 学級

学級数 ３ ３ ３ ３ ３ ３ ３ ２１

児童数 84 108 98 88 111 89 12 ５９１

教員数３０名（１２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

「学びを創り，学びをみとる」

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

毎年単元開発を行う本校では，子どもの思いや

願いを生かした学びづくりを行うとともに，評価



規準の的確な設定を含めた子どもの見取りを重視

している。的確な見取りは，子どもの確かな学び

を保証するだけでなく，学びづくりにもつながる

ものとして，「創る」「みとる」を切り離すことな

く考えている。

○［調査研究の対象］

３年間に渡り，３年生から６年生全学級の「総

合的な学習の時間」を対象とした。全学級を対象

としたのは，学級ごとに毎年単元開発を行ってお

り，各学級で異なる評価規準を設定するため，幅

広い分野を研究できると考えたからである。

学校で設定している「地域」「環境」「福祉」「生

活」「生命」「文化」の６分野にわたる実践を対象

としてきた。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

例① 平成２２年度 ３年生

「自然いっぱい生き物いっぱい みんなが楽しい

池にしよう」

雑草だらけだった中庭の池の清掃を終え，中に

入れる動植物が決まってきた段階で，土を入れる

か入れないかを話し合った。清掃活動が大変だっ

たことから，土を入れないほうがよいという考え

と，ドジョウがいたことから，土は入れたほうが

よいという考えがあり，子どもたち全員による話

し合いを行った。

各学級の評価規準は，学校で作成している「学

びを創り出す指針」にある「単元で育てたい資質

・能力」（図１）を基に作成している。これらの

資質・能力を，どの学習活動で見取るのかを明確

にするために，活動案上の「学びの展開」に位置

付ける（図２）とともに，単元での「学びの規準」

(図３）を作成している。

今回は，「見る人や作った人，生き物など複数

の視点から，今後の池をどうしていくか具体的に

考えることができる。（思考・判断・表現）Ｅ」

とした。

【図１ ３年生で育てたい資質・能力】

【図２ ３－１活動案「学びの展開」より】



【図３ ３－１活動案「学びの規準」より】

子どもの発言の中で，「ドジョウにとって土は

必要」「無くても生きられるけど，ある方が生き

物には幸せ」「土を入れれば，他の生き物も来る」

「土を入れたら雑草が生えて，前の池みたいにな

るから土は入れないほうがよい」「土を入れない

方が，きれいで観察しやすくなる」といった具体

的な発言があった。また，発言が無かった児童に

ついても，振り返りカードから見取った結果，土

の問題を通して，生き物の幸せや観察する人にと

ってどうかを考えることができており，「今後の

池をどうしていくか具体的に考えることができ

る。」については迫ることができた。ただし，「複

数の視点から」の中にあった，「池を作った人」

については，この時間にはほとんど出てこなかっ

たため，次の時間に，その視点を教師側から出す

ことで，改めて考える機会を作った。

今回，池の土という具体の対象を通して，動植

物にとって快適な環境や，それぞれの特性につい

て考えが広がったことから，学習活動と評価規準

の設定を適切に行うことができたと考えている。

例② 平成２２年度 ４年生

「折って調べる折り紙研究所～みなみの里のお年

寄りと折り紙交流をしよう～」

折り紙の基本を学んだ子ども達が，それを活かし

てみなみの里のお年寄りと交流した。２回目の交流

を終え，振り返りをすると，認知症のＴさんとかか

わったグループで，うまくかかわれなかったという

問題が起きた。この活動から，評価規準「２回目の

交流を通してでてきた課題について，今までの交

流やかかわった方からの話を根拠にして自分なり

の考えをもち，友達に伝えることができる。（思

考・判断・表現）」に照らして，本時目標「今ま

での交流やＫさんの話をもとにして考えた“Ｔさ

んとのかかわり方”について話し合うことを通し

て，今後の交流では，Ｔさんのことをもっと知る

ことや根気よくかかわることが大切だということ

に気がつくことができる。」を設定した。（図４，

図５）

【図４ ４－２「学びの展開」より】



【図５ ４－２ 「学びの規準」より】

また，本単元では，全児童の学習カードを毎時間

記録し蓄積した。

Ｉさんの学習カード

①＜２回目の交流でめあては達成できたか＞

ぼくは，お年よりが「ありがとう」と言って

いるところで，その班は，すごいとおもっていま

した。次の交流に行くとしたら，相手のことも考

え，４班のゲームができなかったことは時間を均

等に分ければいいし，自分たちの方が長くやった

りしないようにすればいい。Sさんのことは，す

わってできるものを考えてやればいいし，それを

話したいです。

②＜Tさんの様子をみて，どう思ったか＞

Ｔさんは，病気でじっとしていられない病気で，

みんなはしっていると思うけど，それに教えてな

いっていっているけど，Ｎさんがいて声かけはや

ったけど，Ｎさんがいたから手がでなくて，自分

たちでは，声かけをしてるつもりです。自己紹介

は，したかもしれないと言ってるけど，６班全員

一人ずつちゃんと名前を書いて自己紹介をちゃん

とした。それにじぶんからコミュニケーションを

とればいいとみんな言ってたけど，ぼくたちは，

ちゃんとコミュニケーションをとろうとしたけ

ど，Ｔさんがいろいろな歌を歌いだしてできなか

ったです。

③＜Tさんとどのようにかかわればよいのだろう＞

ぼくは，Ｋさんの話を聞いて，Ｔさんが認知症

だということで，みんなでもとにもどしたりする

遊びもあったりして，Ｔさんの様子をみんなで知

り合ったし，次，交流するには，Ｋさんの話を聞

いて，わかったと思う。次の人は，Ｋさんが言っ

ていた，折り紙のもとの形にもどす，それがむり

なら違う折り紙の折ったものをどんどんに一個ず

つかえていってそれが無理なら折り紙をわたして

おってみて，それも無理なら折り紙をわたしてや

ぶったりするもあるし，それでどれか成功したら，

これからどんどん面白くなると思います。あのと

き，なんで，Ｔさんのことを考えてＴさんにあっ

たやり方をやらなかったのだろうと思いました。

それに日にちによってボランティアがかわるとい

うことも改めてわかりました。今回は，Ｋさんが

きてくれてすごく勉強になったし，認知症のこと

をいろんな人にきいたり，みんな納得できたと思

う。今日は，ビックサプライズで雨の中きてくれ

たのですごくうれしかったし，みんなの話を聞い

てくれて，自分たちの思いが伝わったので，すご

くうれしかったです。次の人は，だれか楽しみだ

し，今日みんなに言われたことを，次は，いつか

だれかを思い，その人にあった交流のしかたやそ

の人のとくちょうにあったプレゼントをわたして

交流したいです。 【４－１ Ｉさんの学習

カードの記録】

学習カードの記述を評価規準に照らし合わせる

ことで，一人ひとりの考えの傾向や，活動を通し

て考えがどのように変容してきたかをみとること

ができた。また，実際の授業では，「Ｔさんとか

かわるためには，認知症について調べた方が良



い。」という考えと，「認知症も様々だから，認知

症について調べるのではなく，Ｔさんとかかわる

中で，Ｔさんを理解した方がよい。」という考え

が起こった。授業後の振り返りカードを見取ると，

「認知症について調べた方がよいか調べなくても

よいか」という問題意識で，子どもの思考が展開

しており，さらにどの児童も，「Ｔさんのことを

もっと知るためには，どうしたらよいか。」とい

う視点で記述しており，本時目標に迫った児童の

姿を見取ることができた。

その後，３回目の交流に向けての準備の時間に

は，交流するお年寄りの特徴や好み，前回の交流

の様子などを自然に情報交換し，交流する前に，

お年寄りのことを出来る限り理解しようとする児

童の姿も見られた。その時間だけでなく，継続的

に見取るために，その後の活動でも，新たな評価

規準を設定して，子どもの変容を引き続き見取る

ことにした。

例③ 平成２１年度 ４年生

「タウンホールうかがいたい」

さまざまなマンホールのデザインを収集し特徴

を分類した後，デザインを読み取るという視点か

ら学びを深めたいと思い話し合いを設定した。

評価規準を「マンホールデザインには地域の特色

が表れていることを理解するとともに，デザイン

が施された理由に関心をもつことができる」とし

た。

【図７ ４年生で育てたい資質能力】

（図７，図８）

【図８ ２１年度４年「学びの規準」より】



児童は，それぞれのまちで一つ一つデザインが

違うことを理解し，面白さを感じていた。また，

実際にそのまちの役所に電話して，どうしてその

デザインなのか聞いてみたいという発言も続い

た。こういったことを学習カードや発言などから

みとった結果「デザインされた理由」まで多くの

児童が関心をもったと判断した。しかし，人数の

多さや，書くことが苦手な児童の存在から，100

％全員の実現状況を把握することが難しかった。

その結果を踏まえ，①努力すれば，だれもが達成

できる目標かどうかを検討する。②発言・カード

だけでなく，気になる児童には考えを聞き取った

り，一緒にカードを書いたりする，などの改善を

行い，確実な評価を行うことを目指した。

以上３つの実践からもわかるように，『「大岡の

時間（総合的な学習の時間）」全体計画（図９）』

から，各学年の「学びを創り出す指針」を作り，

それを元に，各学級での評価規準の設定が的確に

行われており，児童を見取るだけでなく，授業改

善に生かすこともできていると考えている。評価

について焦点化したことで，評価規準を適切に設

定することの効果を職員が実感できるようになっ

ており，設定の仕方についても力をつけてきてい

るため，来年度以降も，活動案上に適切な評価規

準を設定することができるだろうと思われる。課

題としては，学級ごとに評価規準を作っているた

め，汎用しにくい点である。簡便な評価規準の作

成と運用について，来年度以降取り組んでいきた

い。

【図９ 「大岡の時間」全体計画】

３ 成果の普及と今後の展望

毎年行っている公開授業研究会を通して，成果

の普及を行う。授業を通して，評価規準の設定と

その見取りの実際を発信するとともに，全体会や

部会では，成果のあった具体の授業場面について

発信する予定である。
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