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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 国語

≪研究主題≫

国語科を中心として書くことの充実を図り，

分析する力・関係を把握する力・相手を意

識して書く力を伸長することにより，思考

力の向上を目指す

【研究の要点】

〈キーワード〉バランス 評価の重点

〈評価方法の工夫〉

○付けたい力を明確にした評価規準を作成する。

○記述を評価するために，構成メモを評価対象とする。

構成を評価するのに，取材メモ・記述したものの関係を

見る。

○書き上げた作品だけでなく，書いている途中の過程を

評価する。

○評価データを蓄積し，次の評価規準作成に活用する。

［研究主題設定の理由］

判断の根拠となるものを教材文の中から探し，つなぎ，

全体を把握し，判断した上で，相手に伝える学習活動を

設定することにより，思考力の向上を目指す。

［評価の具体］

〔３年〕〔「わたしの研究レポート」を書こう〕(書く能力)

指定を受けた一年目，評価規準を作成してみると，学習

指導要領の指導事項がそのままだったり，評価の重点が曖

昧だったりした。一単元で，「取材」「構成」「記述」のす

べてを評価しようとしたためである。このことをきっかけ

に，年間のバランスをとり，重点を絞るようにし，すべて

の授業において，評価規準に対する基準を明確にした。

〔６年〕〔「未来の自分へ」メッセージを書こう〕(書く能力)

記述を評価するために，構成メモを評価の対象としたこ

とが効果的であった。「構成メモは，必要最小限のものだ

から，わざと少なく書いている。初めからこのように書こ

うと考えていた。」と話した児童もいた。構成から記述に

至る過程で，構成メモや文章には表れていないこともあり，

完成した作品のみを評価するのは，適正な評価にならない

ことを痛感し，全教員で確認し合った。

〔１年〕〔いろいろな車ずかんをつくろう〕(書く能力)

国語科「書くこと」の領域の全単元について，教師の振

り返りを文書データ化し，ファイルを作成し，指導法・シ

ラバスの改善，評価規準の見直しに活用した。

［成果］

①児童の学習の実現状況に関する内容

○ 全国学力・学習状況調査等，学力テストにおける無

解答率が減少した。

○ 他の児童の記述を参考に書き直したり，段落の多様

な役割を理解したりする児童が増加した。

②評価方法に関する内容

○ 評価の精度が向上し，これらを指導の改善に生かす

ことができた。

ア評価データの蓄積により，前年の評価を基に次年度

の評価規準の修正が容易になった。

イ年間シラバスにおいて，三領域一事項のバランスを整

えたことで，評価の重点化ができた。重点の評価事項

では，他のプロセス（取材・構成・記述・推敲）と関

連させる方法を取り入れた。これにより多面的な評価

ができるようになった。

ウ教員全員で，座席表を活用し，一つの授業を見て，評

価をするようにしたことが，評価の精度向上に役立っ

た。

エ「書く」と「読む」の複合的な授業プランによる授業

研究を実施したことで領域を区分けした評価ができる

ようになった。

［課題］

① 児童の学習の実現状況に関する内容

○ 国語で習得した技能を他の教科・領域で児童に活用さ

せる。

② 評価方法に関する内容

○ 評価規準をさらに具体的に設定する。

［今後の取組］

① 評価の精度向上

○ 評価規準をさらに具体的なものとし，精度を高める。

○ 文種の特徴を踏まえた指導を充実させるために，文

種別の段落の役割を整理する。

○ ｢記述｣における評価の妥当性を高める。

② 個人差の大きい実態に対応する手立ての充実

○ Ｃ判定の児童に対する手立てを文書で蓄積し，活用

する。

○ 児童の記述にある語彙を分析し，蓄積する。

［成果の普及］

成果の普及のため，次の項目を継続する。

① 年１回の公開及びまとめの冊子を作成する。

② 学校評価の手法を用いて，進行管理に研究主任のロジ

ックモデルを使う。

③ 検証の指標を教師用と児童用とで区別する。

④ 検証の分析時に指導者を招聘し，妥当性の検証を行う。

⑤ 研究の進捗状況をＨＰや通信により地域・保護者等に

発信する。



Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

TK式学力検査の思考・判断を求める問題の

正答率，日常の言動から，深く考えることが

苦手な児童が本校には多く，根拠によらず対

人関係で判断することから生じるトラブルが

多い。また，教科の学習でも，根拠によらな

い発言が中心となることから授業が深まりに

くく，学力の伸長に結びついていない状況が

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 2 2 2 2 2 2 2 14

児童数 56 54 63 62 54 48 10 347

教員数 １７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

国語科を中心として書くことの充実を図り，

分析する力・関係を把握する力・相手を意

識して書く力を伸長することにより，思考

力の向上を目指す
（２）研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

判断の根拠となるものを教材文の中から探

し，つなぎ，全体を把握し，判断した上で，

相手に伝える学習活動を設定することに

より，思考力の向上を目指す。

○［調査研究の対象］

国語科「Ｂ書くこと」の領域を調査研究の

対象とした。対象をこのように設定したのは，

意見を表現する機会を増やし，考えるための

基盤を作ることを目指したからである。特に

重点を「構成」に置いた。

以下の表は，特に効果的であった評価規準

である。

※なお，平成20・21年度については現行学習指

導要領，平成22年度においては，新学習指導

要領に基づいて授業を実施している。

第１・２学年

分野 指導事項 具体の単元 単元の評価規準

（領域） （題材）

Ｈ１０学習指導要領 第１学年 B－課題設定

B－ア ○てがみ ○相手意識をもち，

相手や目的を考えなが をかこう 自分がしたことや気

Ｂ ら，書くこと。 ○よんで 持ちを書いている。

B－イ よんで B－取材

書こうとする題材に必 ○みんな ○絵を見て，車の「役

書 要な事柄を集めること。 にしらせ 目」と「つくり」に

B－ウ よう 関する事柄を集めて

自分の考えが明確にな ○わたし いる。

く るように，簡単な組立 のはっけ B－記述

てを考えること。 ん ○「役目」と「つく

B―エ ○いろい り」を関連させて車

こ 事柄の順序を考えなが ろな車ず を説明する文章を書

ら，語と語や文と文と かんをつ いている。

の続き方に注意して書 くろう ○自分がしたことを

と くこと。 文にしている。

B－オ

文章を読み返す習慣を

付けるとともに，間違

いなどに注意すること。

Ｈ２０学習指導要領 第２学年 B－取材

B－ア ○手紙で ○知らせたいことを

経験したことや想像し 知らせよ 選び，相手のことを

たことなどから書くこ う 考えた内容や言葉の

とを決め，書こうとす ○じゅん 使い方で手紙を書い

る題材に必要な事柄を じょよく ている。

集めること。 せつめい B－構成

B－イ し よ う ○おもちゃの作り方

自分の考えが明確にな 「おもち の順序を意識した構

るように，事柄の順序 ゃ ま つ 成表を作っている。

に沿って簡単な構成を り」へよ B－記述

考えること。 うこそ ○「様子―理由」の

B－ウ ○かんじ 簡単な構成を意識し

語と語や文と文との続 たことを て，『オリジナルたね

き方に注意しながら， ○わたし のちえ』の「中」の

つながりのある文や文 の見学ノ 文章を書いている。

章を書くこと。 ート

B―エ

文章を読み返す習慣を

付けるとともに，間違

いなどに気付き，正す

こと。

B－オ

書いたものを読み合い，

よいところを見付けて

感想を伝え合うこと。

第３・４学年

分野 指導事項 具体の単元 単元の評価規準

（領域） （題材）

Ｈ１０学習指導要領 第３学年 B―取材

B－ア ○ し ょ う ○友だちを感心させ

相手や目的に応じて， た い じ ょ るための事柄を収集

Ｂ 適切に書くこと。 う を 書 こ したり選択したりし

B－イ う ている。

書く必要のある事柄を ○ 夏 休 み B―構成

書 収集したり選択したり の 出 来 事 ○自分の伝えたいこ



すること。 を つ た え とが明確になるよう

B－ウ よう にレポートの組み立

く 自分の考えが明確にな ○ こ ん な てを考えている。

るように，段落相互の も の み つ B―記述

関係を考えること。 けたよ ○友だちを感心させ

こ B－エ ○ 「 わ た たいことを明確に

書こうとする事の中心 し の 研 究 し，中心となる内容

を明確にしながら，段 レ ポ ー ト が伝わるように書い

と 落と段落との続き方に を書こう」 ている。

注意して書くこと。 ○ お 祭 り

B－オ の し ょ う

文章のよいところを見 か い 文 を

付けたり，間違いなど 書こう

を正したりすること。 ○ 想 ぞ う

を広げて

Ｈ２０学習指導要領 第４学年 B―取材

B－ア ○ 社 会 見 ○説明文のテーマに

関心のあることなどか 学 で お 世 ついて，読み手に分

ら書くことを決め，相 話 に な っ かりやすく伝えられ

手や目的に応じて，書 た 施 設 の るよう適切な情報を

く上で必要な事柄を調 人 へ お 礼 収集しようとしてい

べること。 の 手 紙 を る。

B―イ 書こう B―構成

文章全体における段落 ○ 自 分 新 ○解説文の特徴を理

の役割を理解し，自分 聞 を 書 こ 解し，文章の冒頭部

の考えが明確になるよ う －展開部－終結部に

うに，段落相互の関係 ○ 「 互 い 書くべき内容を考え

などに注意して文章を に 助 け 合 ることができる。

構成すること。 っ て 生 き B―記述

B－ウ て い る 」 事柄ごとのかたまり

書こうとすることの中 動 物 の 説 を図式化した構成メ

心を明確にし，目的や 明 文 集 を モをもとに，書きた

必要に応じて理由や事 作ろう いことを明確にした

例を挙げて書くこと。 ○ 「 く ら 文章を書くことがで

B－エ し 百 科 」 きる。

文章の敬体と常体との 文 集 を 作 B―推敲

違いに注意しながら書 ろう ○５Ｗ１Ｈを意識

くこと。 し，分かりやすい文

B－オ 章に直したり，既習

文章の間違いを正した 漢字を正しく使った

り，よりよい表現に書 りしている。

き直したりすること。 ○分かりやすい文章

B－カ に直したり，漢字を

書いたものを発表し合 正しく使ったりして

い，書き手の考えの明 いる。

確さなどについて意見

を述べ合うこと。

第５・６学年

分野 指導事項 具体の単元 単元の評価規準

（領域） （題材）

Ｈ１０学習指導要領 第５学年 B－課題設定

B－ア ○質問の ○目的や意図に応じ

目的や意図に応じて， 手紙を書 た表現を考えて質問

Ｂ 自分の考えを効果的に こう の手紙を書いている。

書くこと。 ○身近な B－取材

B－イ 生活につ ○事柄ごとに，書く

書 全体を見通して，書く いて自分 内容を整理している。

必要のある事柄を整理 の意見を B－記述

すること。 書こう ○手紙の形式を理解

く B－ウ し，質問の内容や理

自分の考えを明確に表 由をはっきりさせ，

現するため，文章全体 質問の手紙を書いて

こ の組立ての効果を考え いる。

ること。

B－エ

と 事象と感想，意見など

とを区別するとともに，

目的や意図に応じて簡

単に書いたり詳しく書

いたり工夫したりする

こと。

B－オ

表現の効果などについ

て確かめたり工夫した

りすること。

Ｈ２０学習指導要領 第６学年 B―取材

B－ア ○自分の ○自分の体験や根拠

考えたことなどから書 意見を伝 となる事実を集めて

くことを決め，目的や える意見 取材メモに書いてい

意図に応じて，書く事 文を書こ る。

柄を収集し，全体を見 う ○友達や家族に自分

通して事柄を整理する ○文章構 の夢を堂々と語るた

こと。 成を考え め，既習の構成を使

B－イ ながら書 って，書く事柄を整

自分の考えを明確に表 こう 理している。

現するため，文章全体 ○構成を B―構成

の構成の効果を考える 工夫して ○自分の考えが伝わ

こと。 「わたし るように，意見文全

B－ウ の意見」 体の組み立ての効果

事実と感想，意見など を書こう を考え，書く事柄を

とを区別するとともに， ○「未来 整理しながら構成メ

目的や意図に応じて簡 の 自 分 モを書いている。

単に書いたり詳しく書 へ」メッ B―記述

いたりすること。 セージを ○自分の思いを端的

B－エ 書こう に伝えるために，既

引用したり，図表やグ 習の効果的な表現を

ラフなどを用いたりし 使って，簡単に書い

て，自分の考えが伝わ たり詳しく書いたり

るように書くこと。 する。

B－オ B―推敲

表現の効果などについ ○友達の意見文を読



て確かめたり工夫した み，推敲の視点にそ

りすること。 って組み立てや表現

B－カ が工夫されていると

書いたものを発表し合 ころを見つけ，コメ

い，表現の仕方に着目 ントを書いている。

して助言し合うこと。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

(１）[H20 3年:｢わたしの研究レポート｣を書こう］

「遊び」についての研究レポートを書いて，４

年生に伝えるという学習として，単元を設定した。

単元の評価規準(書く能力)

○自分の伝えたいことが明確になるようにレポ

ートの組み立てを考えている。 【構成】

○伝えたいことが明確になるよう，段落と段落

の続き方に注意して書いている。【記述】

Ａ判定・Ｃ判定の児童の姿

Ａ判定―１「調べたこと」と「まとめ」に一貫性

がある児童

調べた遊びの共通点を見つけ，「調べたこと」

に関連した「まとめ」を書いている児童をＡ判定

とした。

＜Ａの児童の例＞

「調べたこと」おはじき・ビー玉・貝わり

「まとめ」昔遊びは，何かで何かを当てることが

分かった。昔遊びは身近なものを使って

いることが分かった。

Ａ判定―２ 項目だけでなく，内容を短くまとめ

て書いている児童

授業の中で指導した「大きい内容（上位項目）」

「小さい内容（下位項目）」に加え，さらに下位

の項目として「小さい内容の具体」を付箋紙に書

いている児童をＡ判定とした。記述の内容も取材

メモを写すのではなく，取材メモから要点のみを

短くまとめて書いていることから，優れていると

判断した。

Ｃ判定―１ 組み立てメモ作成時に支援が必要だ

った児童

組み立てメモ作成時に支援が必要だった児童を

Ｃ判定とした。つまずきの理由は次の２点である。

一つは，モデルの下位項目（小見出し）と自

分の取材メモの小見出しが異なる場合に対応でき

なかったことである。モデルと自分の小見出しが

異なることで戸惑っていた。支援とし，まず遊び

（上位項目）を書かせ，その次に取材メモを見な

がら小見出し（下位項目）を書かせた。その結果，

項目をそろえることができればモデルの小見出し

と異なっていてもよいということに気付かせるこ

とができた。

二つは，上位項目と下位項目（大きい内容と

小さい内容）の認識が不十分であったことである。

支援とし，取材メモを見ながら「調べた遊び」が

上位項目になること，「調べた内容につけた小見

出し」が下位項目になることを説明した。理解で

きると，自分で組み立てメモを書くことができた。

指定を受けた１年目，評価規準を作成してみる

と，学習指導要領の指導事項をそのままの文言で

使うことが多くなってしまった。また，評価の重

点が曖昧で，どの指導事項を基に評価をするのか

迷うこともあった。評価する際，「構成」を構成

メモだけで評価したり，「記述」を最後の作品だ

けで評価したり，また一単元で，「取材」「構成」

「記述」のすべてを評価しようとしたためである。

本単元でも，教師がモデルとなる構成メモを提

示したことにより，多くの児童がそれを真似て構

成メモを作成することになってしまった。そのた

め児童による違いが表れず，構成メモから「構成」

を評価しようとしても，すぐにはＡ判定の根拠を

見付けることができなかった。

(２)[H21 6年:未来の自分へメッセージを書こう]

これまでに学習した表現方法を生かして，未



来の自分へ宛てたメッセージを書く活動として単

元を設定した。「書くことエ」の既習表現を使い

簡単に書いたり詳しく書いたりする力の伸長をね

らった。

単元の評価規準(書く能力)

○自分の思いを端的に伝えるために，既習の効

果的な表現を使って，簡単に書いたり詳しく書

いたりしている。【記述】

Ａ判定・Ｃ判定の児童の姿

Ａ判定―１ 既習事項以外の表現を使い，その効

果をあげている児童

情景描写を入れて，書き出している。

３０年後の視点に立った表現をしている。

Ａ判定―２ 主張を効果的に伝えるために簡単に

書いたり詳しく書いたりしている児童

３０年後は詳しく，目指す理由は簡単に説明し

ている。

Ｃ判定 モデル文を参考にしようとしたが，接続

詞を選ぶポイントが適切でなかった児童

五段落構成の文章のうち，最後の二段落が，同

じ接続詞「でも」で始まっている。

＜つまずきの原因と考えられる内容＞

モデル文を参考にしたが，効果までは理解でき

ていない。

＜上記の児童に対する手立て＞

個別に指導をし，同じ言葉を続けるより別の言

葉を使う方が良いということを指導した。

記述を評価するのに，構成メモを評価の対象と

したことが効果的であった。記述段階で構成メモ

の文言を変更している児童がＡ判定に値する思考

をしていたからである。

児童の構成メモでは，自分の夢を，家業の後を

継ぐこととし，その理由を「父を手伝う。」とし

ていたが，記述では「父を楽にしてあげたい。」

としていた。これを「『父を楽にしてあげたい』

の方が，親に対する思いを強く表現できるから」

と児童は説明した。このように，構成メモと記述

段落の構成が異なる記述をしている児童は，その

思考過程で，読み手のことをより考えて書こうと

していることが判明した。

また，構成メモを短く書いている児童の声を聞

くと，「構成メモは，わざと少なく書いている。

初めから記述では長く書こうと考えていた。」と

話した児童もいた。構成から記述に至る過程が，

構成メモには表れていないこともあり，完成した

作品のみを評価するのでは，適正な評価にならな

いことを痛感した。このような児童の声を聞くこ

とも大切であると全教員で確認し合った。

(３)[H21 １年：いろいろな車ずかんをつくろう]

説明文「いろいろなふね」の学習後，その

文型を生かして書く活動を行うものである。

「書くことイ」車の役目とつくりに関する事

柄を集めること，「書くことウ」役目とつくり

を関連させて文章を書くことをねらった。

単元の評価規準 (書く能力)

○「車の役目」と「つくり」に関する事柄を集

めている。【取材】

○「役目」と「つくり」を関連させ，車を説明

した文章を書いている。【記述】

Ａ判定・Ｃ判定の児童の姿

Ａ判定―１ 「役目」に関連性の強い，効果的な

「つくり」を選んでいる児童

＜バスについて書いた児童の例＞

児童の記述した「役目」

バスは，たくさんの人たちをはこぶ車です。

児童の選択した「つくり」 タイヤが大きい 広い

Ａ判定―２ 記述の段階で，事前に付箋紙に書い

ていた「つくり」から，「役目」とより関係が深

いと考えた「つくり」に変更している児童

＜救急車について書いた児童の例＞

付箋紙に書いた「つくり」 ベッド カーテン

記述の段階で書いた「つくり」ベッド サイレン



Ｃ判定 「役目」に合っていない「つくり」を選

択している児童

＜つまずきの原因と考えられる内容＞

「役目」と「つくり」が合っているという意味

の理解ができていなかったものと考えられる。

＜上記の児童に対する手立て＞

他の児童のノートから「つくり」を提示し，そ

の中から再度，選択させた。その結果，「荷台」

を選択することができた。

○「役目」と「つくり」を関連させて車を説明す

る文章を書くことができる。（書Ｂウ）

Ａ判定―１ どのようなときにどのような使われ

方をするかなど，より詳しく説明している児童

＜バスを選択した児童の例＞

ひろいのでたくさんのれます。タイヤがおおき

いとたくさん人をのせてもパンクしません。

＜救急車を選択した児童の例＞

けがをした人をねかします。けがをしてしまっ

た人がのっているかしらせるためにサイレンがつ

いています。

Ａ判定―２ 「役目」を二つ書いており，その両

方に関連させて「つくり」を説明している児童

＜消防車を選択した児童の例＞

「役目」

しょうぼう車は，火じになったら火をけしたり

人をたすけたりするための車です。

「説明」

火じになったときホースで水をかけます。人を

たすけるときはしごで人をたすけます。

Ｃ判定 自分の力だけでは十分に説明ができなか

った児童

「役目」と「つくり」は記述できたが，関連さ

せてつくりを説明する文を書くことができない。

＜上記の児童に対する手立て＞

児童に質問をしながら，一緒に文を作った。

本単元では，前年度の評価規準をアレンジし，

「乗り物を説明したクイズ形式の文章を書くこと

ができる。」と評価規準を設定した。結果，教師

が児童の想定する「乗り物の役目」と「そのつく

り」を予想しやすくなった。

国語科「書くこと」領域の全単元について，教

師の振り返りを文書データ化し，指導法・シラバ

スの改善，評価規準の見直しに活用した。

３ 成果の普及と今後の展望
(１)成果

①児童の学習の実現状況に関する内容

○ 全国学力・学習状況調査等，学力テストに

おける無解答率が減少した。

○ 他児童を参考に書き直したり段落の多様な

役割を理解したりする児童が増加した。

②評価方法に関する内容

○ 評価の精度が向上し，以下を指導の改善に

生かすことができた。

ア評価データの蓄積により，前年の評価を基に

次年度の評価規準の修正が容易になった。

イ年間，三領域一事項のバランスを整えたことで，

評価の重点化を図ることができた。他のプロセ

ス（取材・構成・記述・推敲）と関連させる評

価方法を取り入れたことにより多面的な評価が

できるようになった。

ウ教員全員で，座席表を活用し，一つの授業を見

て，評価をするようにしたことが，評価の精度

向上に役立った。

エ「書く」と「読む」の複合的な授業の評価がで

きるようになった。

(２)課題

①児童の学習の実現状況に関する内容

○ 国語で習得した技能を他の教科・領域で児

童に活用させる。

②評価方法に関する内容

○ 評価規準をさらに具体的に設定する。

(３)今後の取組

①評価の精度向上

○ 評価規準をさらに具体的なものとし，精度

を高める。

○ 文種の特徴を踏まえた指導を充実させるた

めに，文種別の段落の役割を整理する。

○ ｢記述｣における評価の妥当性を高める。

②個人差の大きい実態に対応する手立ての充実

○ Ｃ判定の児童に対する手立てを文書で蓄積

し，活用する。

○ 児童の記述にある語彙を分析し，蓄積する。

(４)成果の普及

①年１回の公開及びまとめの冊子を作成する。

②学校評価の手法を用いて，進行管理に研究主任

のロジックモデルを使う。

③検証の指標を教師用と児童用とで区別する。

④検証の分析に指導者を招聘し，妥当性の検証を

行う。

⑤研究の進捗状況をＨＰや通信により地域・

保護者等に発信する。



平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名 宇和島市立明倫小 学 校
ふ り が な う わ じ ま し り つめいりんしようがつこう

校 長 名：織田 吉和

所 在 地：愛媛県宇和島市文京町４番１号

電話番号： 0895-22-0183

(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

≪研究主題≫

主体的に学び、共に生きる児童の育成

～子どもが生きる評価を目指して～

【研究の要点】

１ 研究の目的

本研究は、国語の「読むこと」の領域を対象としてい

る。評価により児童の学力を把握することによって、主

体的に学ぶ児童、共に生きる児童の育成を目指した研究

である。

２ 研究の内容

新学習指導要領の考え方に基づき授業設計し、それを

評価することによって、授業改善を図った。

とりわけ、本報告書では、「単元における形成的評価を

次の授業に生かした事例」、「単元における総括的評価を

次年度の同単元の学習に生かした事例」で具体的な事例

を示し、本校研究の授業改善の過程が分かるようにした。

３ 成果と課題

成果は、指導と評価の一体化を図り、授業改善を行っ

てきたことである。具体的には、学力観のとらえ直し、

言語活動の充実を図る授業実践、「付けたい力」系統表の

活用等をあげることができる。これらの授業改善によっ

て、主体的に学ぶ児童、共に生きる児童が育ちつつある。

課題は、評価をより具体的に設定すること、「付けたい

力」系統表の改善、領域の複合による研究等があり、こ

れらを来年度の改善の指針としていく。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校は，市中央の文京地区に位置する。市内

で最も伝統ある小学校であり，規律を重んじ，

落ち着いて学習に臨む校風をもつ。保護者も教

育に熱心であり，ＰＴＡ活動では自主的な活動

を展開し,学校の教育活動を側面から支えてい

る。

しかし，近年，保護者・児童の価値観の多様

化が進み，児童の健全育成に支障を来す言動も

見られる。そのため，教職員はきまりの意味を

問い直したり，家庭学習の内容や与え方を検討

し家庭に働き掛けたりするなど，その変化への

対応に努めている。

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 4 4 4 4 4 5 28

児童数 77 121 109 111 119 110 12 659

教員数 38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

主体的に学び、共に生きる児童の育成

～子どもが生きる評価を目指して～

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

本校の児童は，全般的にまじめに学習して

おり，分かる楽しさを知っている。しかし，

受動的な面が見られ，自分から積極的に課題

や友達にかかわり合っていくことが苦手であ

る。

そこで，学びをより主体的なものにするた

めに，国語を取り上げ，学習の基礎となる読

むことに重点を置き，授業改善に取り組んで

いる。特に，「文章」に主体的にかかわる児

童，また，学習の中で友達や教師と積極的に

かかわる児童の育成を目指している。

こうした児童の主体的な学びがなされるた

めには，学習の過程における評価の工夫や充

実を進めていくことが重要になると考え，本

主題を設定した。



○［調査研究の対象］

国語の全学年について,「読むこと」の領

域を中心に調査研究対象とした。文学的な文

章と説明的な文章に絞り，より具体的で系統

的な評価規準を作成し，それを基にして授業

改善を図っていこう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) 単元における形成的評価を次の授業に生

かした事例

－第１学年 単元「じどうしゃクイズ大会

をしよう」教材「じどう車くらべ」の実践か

ら－

ア 学習活動全般

まず，１次では知っている自動車につい

て話し合い，「じどうしゃクイズ大会をする」

という学習計画を立てた。次に２次では，

「じどう車くらべ」の教材を読み，クイズ

づくりを行った。バス，トラック，クレー

ン，はしご車と同じような構成で書かれた

文章をワークシートを活用して読み，読ん

で，見付けた情報を生かしてクイズを作っ

た。そして，３次では，並行読書をしてき

た本から自分のお気に入りの乗り物を選

び，読んだ内容を生かしてクイズを作った。

最後に，幼稚園の園児とクイズ大会を行っ

た。

イ 具体的な評価場面

① 改善前の学習（バス，トラックの学習）

［トラックのワークシート］

バスやトラックの仕事とつくりを調べ

読み取ったことを基にクイズを作る学習

を行った。そこでは，左記のようなワー

クシートを活用して評価した。しかし，

児童たちは，仕事とつくりを読み取って

も，それを結び付けてクイズにすること

ができなかった。

② 授業改善の方向性

この段階での評価は，ほとんどの児童

がＣ評価であった。そこで，１年部の学

級担任３人で話し合い，授業改善を試み

た。

一つは，指導展開の改善である。ワー

クシートの記述を分析すると，児童のと

まどいの原因は，仕事とつくりをクイズ

に結び付けることができていないところ

にあることが判明した。上記のワークシ

ートはその顕著な例である。それまでの

授業では，ワークシートを活用した，一

人読みの時間を多く取ってきた。そこで，

「本文を視写させたプリントにサイドラ

インを引いて仕事とつくりを確認する→

話合いをもち板書で仕事とつくりを整理

する→問題を作ってワークシートに書く

→友達とクイズが正しいかどうか話し合

う」形式に改め，友達と交流する場を増

やした。そして，徐々に一人読みの過程

を多くし自分の力で読んで見付けた情報

を生かしてクイズが作れるようにした。

二つ目は，ワークシートの改善である。

問題づくりに課題があったため，クイズ

を作るだけのワークシートに変え，問題

づくりの時間を確保した。

③ 改善後の授業（クレーン，はしご車の

学習）

前述の改善策に基づき，クレーン車の

学習及びはしご車の学習を行った。



［クレーン車のワークシート］

［はしご車のワークシート］

上記のように，クレーン車のワークシ

ートは括弧の中に言葉を入れればクイズ

が完成するが，はしご車の方にはただ問

題とだけ書かれている。求める読む能力

のレベルを少し上げたのは，３次の学習

は一人読みが主になるためである。同じ

ような学習展開であるが，ワークシート

のレベルを上げることで，児童が主体的

な学習を進めるようになった。また，ワ

ークシートの記述内容から児童の学習状

況を適切に見取り，それを３次へと生か

すことができた。

その後の３次でも，児童は自分のお気

に入りの自動車の仕事とつくりについて

読み,そこから得た情報を生かしながらク

イズを作ることができた。ほとんどの児

童がＡ評価であった。これは，２次で指

導と評価の一体化を図り，授業改善がな

されたことが大きく影響していると考え

られる。

(2) 単元における総括的評価を次年度の同

単元の学習指導に生かした事例

－第６学年 単元「賢治の生き方を通して

作品を読もう」教材「やまなし」「イーハトー

ヴの夢」の実践から－

ア 平成20年度の取組状況及び課題と改善の

方向性

平成20年度の単元名は「表現を味わい，

豊かに想像しよう」である。単元構成は，

児童の初発の感想から学習課題を設定し，

その学習課題に沿って「やまなし」の表現

を味わい，それぞれの場面を想像する展開

であった。そして，物語の主題に迫らせて

いくことが最終的な目標であった。その後

で，資料「イーハトーヴの夢」を取り上げ，

作者の生き方や考え方をまとめていった。

評価は，２次における「読むこと」が中

心となった。いかに教科書の内容が読み取

れているのかを，発表内容，ワークシート，

ノートを活用して評価した。

課題と改善の方向性を以下に示す。

① 「狭義」の学力観

単元名でも明らかなように，この単元

の目標の中心は，「やまなし」の作品のよ

さを味わわせ，主題をとらえさせること

にあった。「やまなし」の主題をどうとら

えさせるかだけに主眼が置かれたため,そ

のためにどのような読みをするのかが明

らかにならず，その結果「やまなし」で

培った読む能力が他の物語においては役

立たない，つまり，「狭義」の読む能力し

か育たなかった。

そこで，改善の方向性として，学習指

導要領の記述から「読む能力」をとらえ

直して，教材文以外でも生きてはたらく

ような読む能力の育成を目指す単元を構

成することにした。



② 教材間の関連性

この単元は「やまなし」と「イーハト

ーヴの夢」の２つの教材から成る。しか

し，これまでは「やまなし」の読解に目

的が置かれていたため，「イーハトーヴの

夢」と「やまなし」を密接に関連付けて

指導することはなかった。また，宮沢賢

治の他の作品に興味をもつ児童もあまり

見られなかった。

そこで，「イーハトーヴの夢」と「やま

なし」を関連付けて指導することによっ

て，宮沢賢治の作品を意欲的に読むこと

ができるのではないかと考えた。また，

宮沢賢治の他の作品を読む場を設定する

ことで，児童の主体的な読みが実現でき

るのではないかと考えた。さらに，児童

がより主体的に読み進めるためには，「読

むこと」の評価も大切だが，「国語への関

心・意欲・態度」の評価も重視していく

必要があると考えた。

イ 平成21年度の取組状況及び課題と改善の

方向性

平成21年度の単元名は「作家の世界を楽

しもう」であった。単元構成は，まず１次

で「イーハトーヴの夢」を読んで，宮沢賢

治の求めた理想の世界についてまとめた。

２次では，宮沢賢治の理想と関連付けなが

ら「やまなし」を読んだ。次に，並行読書

で読んできた宮沢賢治の作品を含めて，自

分が読んだ宮沢賢治の作品を総括して，宮

沢賢治の世界観について話し合った。さら

に３次では，宮沢賢治以外の作家の作品を

読み，作家紹介を行った。

評価は，１次の最初と３次の最後で「国

語への関心・意欲・態度」について評価し，

それ以外は「読む能力」を中心とした。ま

た、今回は、児童が書いたノートの記述や

授業中の児童の発表内容を授業後に記録し

たものを主として評価した。

課題と改善の方向性を以下に示す。

① 目的意識の希薄化

１次において，「イーハトーヴの夢」を

読み，宮沢賢治の理想や考え方をまとめ

たが，「何のためにまとめるのか」という

目的意識が明確でないまま２次へと展開

していった。

そこで，児童がより明確な目的をもち

主体的に授業に臨むことができるように

改善を図ることにした。具体的には１次

で，ゴールとなる言語活動を学習課題と

して設定するように改善した。また，こ

の学習課題は，単元を貫く学習課題とし

て位置付けるようにした。

② 国語への関心・意欲・態度の評価

１次の最初と３次の最後で「国語への

関心・意欲・態度」の評価を行った。そ

して，１次の評価を形成的評価，３次の

評価を総括的評価として位置付けた。果

たして，「国語への関心・意欲・態度」を

最後のところだけで評価してよいものだ

ろうかという疑問が残った。

そこで，あくまでも主体的な読みを重

視する本校では，「国語への関心・意欲・

態度」を１次，２次，３次とどの過程に

も位置付けて評価するように改善を図る

ことにした。そうすることで，より一層

主体的な読みへとつなげることができる

のではないかと考えた。

ウ 平成22年度の取組状況及びその成果と課

題

平成22年度の単元名は「賢治の生き方を

通して作品を読もう」である。この単元で

は，まず，１次で「やまなし」を読んで感

想を交流した。例年どおり，「難しい」「分

からない」などの意見が出た。そこで，宮

沢賢治の作品の一つ「注文の多い料理店」

の読み聞かせをして，宮沢賢治がこの作品

で表現したかったことを話し合わせた。宮



沢賢治の理想や考え方を理解したうえで作

品を読むことにより，作者が表現したかっ

たことが想像しやすくなることに気付かせ

た。１次の最後では，「宮沢賢治の考えを知

り，作品を読む。」という学習課題を設定し

た。

２次では，まず「イーハトーヴの夢」を

読み，宮沢賢治の理想や考え方を話し合っ

た。そして，宮沢賢治の理想や考え方を基

に，「やまなし」を読む学習を行った。最初

に「五月」と「十二月」の対比，次にその

対比に着目して読んで気付いたことを生か

しながら，宮沢賢治が「やまなし」という

作品を通して読者に訴えたかったことを話

し合い, まとめた。

３次では，「イーハトーヴの夢」と「やま

なし」で学習したことを活用して，並行読

書をしてきた自分のお気に入りの宮沢賢治

の作品をブックポスター（紹介ポスター）

に表現した。

評価は，１次，２次，３次に国語への関

心・意欲・態度の評価を位置付け，児童の

主体的な活動へと結び付けていった。また，

２次では，読む能力の形成的評価を軸にし

て次時の活動へと生かし，３次では，読む

能力の総括的評価を主として位置付けた。

評価の具体について，以下に示す。

① 学習活動

「イーハトーヴの夢」では，宮沢賢治

の年表を作らせるとともに，賢治の理想

や考え方を一人読みしてまとめさせた。

その後，グループで話し合い，自分の考

えを広げ深めさせることで，２次の「や

まなし」の読み，３次のその他の作品の

読みへとつなげていった。

② 評価規準

友達との交流を通して，宮沢賢治の理

想や考え方に対する自分の考えを広げた

り深めたりしている。（読む能力）

③ 評価の方法

主にノートの記述を確認することによ

って評価した。また，話合いの様子を観

察して，チェック簿に書き留めておいた

ものも参考にしながら評価した。

④ 評価の実際

次に示すＡ児のノートは，自分の意見

と友達の意見とを区別して書くよう指導

したことにより，自分の意見は鉛筆書き

し，友達の意見は朱書きしている。

［A児のノート］

Ａ児は，最初の自分の考え（点線枠）

を「いねの心が分かる人間になれ。みん

な平等」と簡単にまとめたが，グループ

などでの話合いを通して，友達の意見で

よいと思われるものを朱書きしていった

（波線枠）。また，話合いによって深まっ

た自分の考えもまとめた（実線枠）。この

ノートから，Ａ児の考えの広がりや深ま

りを適切に把握することができた。そし

て，評価規準と照合して，Ａ児を「Ａ評

価」とした。

他の児童も，Ａ児同様，適切に評価す



ることができ，Ｃ評価の児童の指導改善

へと生かすことができた。

⑤ 成果と課題

児童がどのような思考過程をたどって

いるのか，それを理解させるために，自

分と友達の意見を区別する朱書きの導入

や枠の活用などを行った。その結果，児

童が読み取ったり交流したりして考えた

内容を適切に評価することができるよう

になった。この単元では，他の場面にお

いても，ノートやワークシートによる評

価を取り入れてみたが，いずれも有効な

評価結果を得ることができた。そして，

評価結果を次時の指導へと生かすことが

できた。

課題としては，評価した内容を見ると，

一人読みの段階で文章と主体的にかかわ

ることができない児童が見受けられた。

そのような児童に対して，何らかの手だ

てを取る必要があっただろう。そのよう

な児童は「国語への関心・意欲・態度」

も低い傾向にあり，話合い活動に積極的

に参加することもできていない。より一

層，評価と指導を一体化させながら，一

人一人の児童が主体的な読みができるよ

うにしたい。

３ 成果の普及と今後の展望

(1) 成果

ア 学力観のとらえ直し

当初は，どの学年も「狭義」の読む能力

による授業実践が行われていた。それを，

学習指導要領に示されている学力観に改

めて，実践し，評価することができるよう

になった。

イ 授業改善

学力の実態を把握し，それを生かして，

授業改善に取り組むことができた。その結

果，「文章」に主体的にかかわる児童が育

ちつつある。具体的な授業改善の内容とし

て，以下のようなものを挙げることができ

る。

① 並行読書の導入

② 単元を貫く言語活動を実現することが

できる単元構成の工夫

③ 「付けたい力」系統表の活用によるね

らいを明確にした指導

ウ 指導と評価の一体化

形成的評価を重視し，指導と評価の一体

化を図ることができるようになった。また，

その単元の総括的評価を次年度の取組へと

生かすことができるようになった。

(2) 課題と今後の展望

ア 評価規準の具体的な設定

指導者によって同じ評価規準なのに，評

価が異なっていたりすることがあった。し

たがって，評価規準の具体的な設定の在り

方を更に研究していく必要がある。

イ 「付けたい力」系統表の改善

「付けたい力」系統表を作成したが，付

けたい力に偏りが見られる。また，児童の

実態と適合していないと思われるところも

ある。さらには，その付けたい力と言語活

動が適合していない事例も見受けられた。

「付けたい力」系統表を見直し，より一層

系統的な指導を心がけたい。

ウ 領域の複合による研究

「読むこと」の領域を中心に評価研究を

進めてきたが，他の領域の評価も研究し，

領域を複合した単元構成における評価の研

究にも取り組んでいきたい。

(3) 研究成果の普及

本年度作成する研究紀要を近隣の学校に配

布したり，ホームページ等に研究の成果を掲

載したりするなどして，積極的に情報を発信

していきたいと考えている。
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