
平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名 笛 吹 市 立 浅 川 中 学 校
ふ り が な ふえふきしりつあさかわちゆうがつこう

校 長 名：田川 文規

所 在 地：山梨県笛吹市八代町岡１１１１

電話番号： 055-265-2449

(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≫

「生きる力」の育成

－総合的な学習の時間の評価を通して－

【研究の要点】

本校の研究は，総合的な学習の時間の全体計画に位置付

けた評価観点及び評価規準にしたがい，学習内容に応じて

単元を構成し，授業ごとに評価場面や観察のポイントを設

定することを通して，総合的な学習の時間における指導と

評価の一体化を図ることをねらったものである。

具体的な研究課題として，次のことに取り組んだ。

①小学校との連携や３年間を見通した効果的な指導体制の

確立

②総合的な学習の時間の特質を意識した単元づくり

③評価規準や評価場面及び観察のポイントの効果的な設定

④公開研究発表会等での研究授業を通しての検証

成果としては，総合的な学習の時間の全体計画を作成し，

３年間のつながりを意識した発展的なカリキュラムを作成

できたことである。また，評価観点及び評価規準にしたが

い，「地域」を軸とした単元を構成し，授業ごとに評価場

面や観察のポイントを設定した評価の工夫を行うことがで

きたことである。そして，これらの取組を行った結果，本

校生徒の総合的な学習の時間に対する学習ニーズが高まっ

てきていることが，意識調査から明らかになった。

課題としては，生徒の学習状況を多様な方法で把握しよ

うと試みたが，その見取りをどのような場面で，どのよう

に指導や評価に生かしていくことがより効果的なのか，と

いう研究が十分ではなかったことである。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校は甲府盆地の南東，御坂山地に源を発

し，曽根丘陵の縁に沿って流れる浅川がつく

る扇状地に位置している。本校の学区である

笛吹市八代町・境川町・芦川町は，ともに果

樹及び野菜を主体とする農業地帯である。し

かし，他産業への就業割合が増加する一方で

農業就業人口は漸減傾向にある。このような

実情において農業の振興とともに，農村地域

社会の近代化にも意欲的に取り組んでいる。

本校の生徒は，地域の行事などにも積極的

に参加し挨拶もよくするなどのよさをもって

いる。全校生徒が部活動に入部し，スポーツ

好きで部活動にも熱心に参加している。集団

としてのまとまりもよく，自治を目標に生徒

会活動にも一人一人が熱くかかわっている。

しかし，生徒自ら課題をもつことや意欲面

ではやや欠けているところがあり，身の回り

の生活を見つめたり，自ら疑問をもったりす

る力を育成したいと考えている。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

１年 ２年 ３年 特別支援学級 計

情緒 知的

学級数 5 4 4 1 2 16

生徒数 143 145 158 2 11 459

教員数 31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

「生きる力」の育成

－総合的な学習の時間の評価を通して－

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

本校では，学習指導要領でねらうところの



「生きる力」を育成するため，学校教育目標

「知と愛に満ちた，健康でたくましい生徒の

育成」のもと，教育活動に取り組んできた。

また，この指定研究前の研究では「確かな学

力」の育成を目指し，各教科の中で自分の考

えだけでなく他の考えを聞き，他と関わりな

がら思考を深め，わかる喜びを仲間と共感で

きる授業づくりに取り組んできた。

しかし，本校の生徒の課題として，物事に

対しての課題意識が弱く，仲間の様子にも無

頓着になりがちであり，自分たちで粘り強く

問題を解決していこうとする意識に弱い面が

あることが見えてきた。

そこで，この研究指定を通して，生徒が日

常生活や社会とかかわりながら，自ら課題を

見付け，自ら課題を設定する能力（課題設定

能力）や，他者と関わって問題を粘り強く解

決していこうとする実践力（問題解決能力）

を育てる取組を行い，総合的な学習の時間に

おける指導と評価の一体化を図っていきたい

と考えた。また，将来生徒がどこで生活をす

るとしても，その地域のなかで「主体的に生

きる」ことができるよう，その力を身に付け

させたいと考え，上記の研究主題を設定した。

○［調査研究の対象］

総合的な学習の時間について，「課題設定

能力」と「生き方」の２つの評価観点を中心

に，１年目は１学年の「ボランティア学習・

体験を通して生き方を考える」，２年目は１

学年の「身近な地域からボランティアを学ぼ

う」・２学年の「職業学習を通して生き方に

ついて学ぶ」・３学年の「笛吹づくり」，３年

目は１学年の「やさしさ ふれあい ボラン

ティア」・２学年の「将来の生き方を考える」

・３学年の「笛吹づくり」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，生

徒の実態を受け，地域を軸にした３年間の発

展的なカリキュラムを作成していく必要があ

ると判断したからである。

また，３年間の指定期間を考え，今年度の

３年生の生徒を，指定１年目からの研究対象

とした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

(1) １学年の実践例

グループによるボランティアアクションの様子

〔単元（題材）名〕

「やさしさ ふれあい ボランティア」

～いつでも どこでも だれにでもできること～

〔単元（題材）の目標〕

身近な地域の中でのボランティア活動を通

して，自らのよさや可能性に気付き，それら

を生かしながら，社会参加のために自分にで

きることを考え，行動できる力を身に付ける。

〔具体的な場面〕

ボランティア活動への見通しを立てる場面

〔学習活動〕

外部講師を交えて，活動内容を検討し計画

を立てる。

〔評価観点〕

Ⅲ主体性・創造性・協調性

〔評価規準〕

②友達と進んで話し合い，考えを広げたり

深めたりしている。

〔評価場面〕

・他の発表を聞き，意見交換を行う場面

・自分の活動内容を再考する場面

〔評価方法（観察のポイント）〕

・ワークシートへの聞き取りメモ

・意見を関連づけているかの見取り



・活動内容を再考しているか。

・自分の意見が書けているか。

自分の考えを発表し合う授業の様子

〔考察及び指導の改善〕

単元のはじめのオリエンテーションにおい

て，活動日時・学習内容・学習目標について

説明を行い，生徒が見通しをもって活動でき

るように進めている。そのため，生徒自身が

毎時間の目標や課題を明確にして授業に臨む

ことができているようだ。また，授業の前に

は，教師間で評価の内容・方法について確認

を行い，取り組んできた。

グループごとに評価シートを作成し，見取

りの中で顕著に表れたことを記入した。全員

の生徒の状況を一度に把握することはできな

いが，概ね見取ることができ，声かけや自己

評価表へのコメントを書いて生徒に評価やア

ドバイスを伝えることができた。

評価規準に沿って授業を進めたが，発表す

ることを苦手としている生徒もおり，この点

について評価規準を再考する必要性がある。

他教科や学校生活を通して，さらに表現する

力を身に付けさせたい。

(2) ２学年の実践例

〔単元（題材）名〕

「将来の生き方を考える」

～職業講話・職場見学・職場体験を通して～

〔単元（題材）の目標〕

自己を見つめさせ，社会の中での役割・職

業を考えさせる中で，望ましい勤労観・職業

観を育て，自ら課題を設定する能力や自己実

現に向けて行動する力を身に付ける。

〔具体的な場面〕

職場体験に向けて，課題の質を高める場面

〔学習活動〕

自分の職場体験プランの発表や勤労観・職

業観のカード分類を通して，課題の再構築を

行う。

〔評価観点〕

Ⅰ課題設定能力

〔評価規準〕

⑤これらをもとに，他者や社会にかかわり，

自己の課題を設定している。

〔評価場面〕

・自分の職場体験プランを班の仲間に発表す

る場面

・体験先の方の勤労観や職業観を予想する場

面

〔評価方法（観察のポイント）〕

・課題を分かりやすく簡潔に発表している

か。

・ワークシートに予想して記入しているか。

勤労観・職業観のカードを分類し合う授業の様子

〔考察及び指導の改善〕

職場体験を特別活動ではなく，総合的な学

習の時間の探究的な学習として取り組んだ。

そのため，生徒が毎時間の目標や課題を意識

して取り組めるように，目標の提示やワーク

シートの工夫等を行った。また，授業の前に

は，教師間で評価の内容・方法について共通

理解を図りながら取り組んできた。

この単元では，「人は何のために職業に就

いて働くのか」という勤労観や職業観の生徒



の変容を大事にした指導と評価を試みた。そ

の結果，授業を通して課題への意識の変容が

見られる生徒を把握することができた。

評価については，学習形態に応じた評価シ

ートを作成し，見取りを通して顕著に表れた

ことを記入した。ティームティーチングを取

り入れた授業を行ったことも，生徒の学習状

況を把握するには効果的であった。課題とし

ては，生徒の実態や授業内容に適切に応じた

評価規準に見直す必要がある。

２日間の職場体験の様子

(3) ３学年の実践例

〔単元（題材）名〕

「笛吹づくり」

～笛吹市と自分自身の可能性に挑戦するプロジェクト～

〔単元（題材）の目標〕

地域の「現状」「課題」を知り，「理想」を

実現するために自分のすべきことを探る学習

を通して，主体的に生きる力を身に付ける。

〔具体的な場面〕

笛吹づくりのプレゼンテーションの場面

〔学習活動〕

発表や意見交換を通して，学習を深化させ

る。

〔評価観点〕

Ⅲ主体性・創造性・協同性

〔評価規準〕

②友達と進んで話し合い，考えを広げたり

深めたりしている。

〔評価場面〕

・発表や聞きとりをし，質問意見をやり取り

する場面

〔評価方法（観察のポイント）〕

・自分の質問，意見，感想をワークシートに

記入しているか。

・話し合いを通し，考えを広げ深めているか。

実地調査のため市役所を訪れている様子

「笛吹づくり」のプレゼンテーションの様子

〔考察及び指導の改善〕

学習形態が，個・班・グループに変わり，

探究内容の変化によって集団のメンバーが変

わる。これに伴い，評価者・対象生徒が変化

する。そのため，同じ視点で評価し指導でき

るよう，その都度担当教師で話し合った。

評価は，「授業の取組の観察，生徒の自己

評価，相互評価，ワークシートの観察」をも

とに行った。授業中に全生徒の詳細な見取り

やコメントを記入することは困難だが，授業

中は生徒への言葉かけを優先しつつ，可能な

かぎりのコメントを記入した。授業後，ワー

クシート等を見て評価した。これは，学年共

有のデータフォルダーに入力し，全教師で共

有することができた。

毎時間の生徒の自己評価・相互評価・教師

の観察評価により，きめ細かな指導支援をす

ることができた。評価方法の研究と教師間の



共通理解を図るために，膨大な時間を必要と

することが課題である。

３ 成果の普及と今後の展望

(1) 研究の成果と課題

成果としては，総合的な学習の時間の全体

計画を作成し，３年間のつながりを意識した

発展的なカリキュラムを作成できたことであ

る。また，評価観点及び評価規準にしたがい，

「地域」を軸とした単元を構成し，授業ごと

に評価場面や観察のポイントを設定した評価

の工夫を行ったことである。その結果として，

生徒の総合的な学習の時間に対する学習ニー

ズの高まってきていることが，事後の意識調

査から分かったことである。具体的には，次

の４つにまとめることができる。

①評価場面と観察のポイントの設定

１時間ごとの授業の評価では，全体計画に

示した評価観点や評価規準に応じた評価場面

と観察のポイントを設定した。これにより，

複数の教師で指導する場合においても，指導

のねらいを明確にして共通の視点で評価が行

えるようになった。課題としては，教師間の

共通理解に時間がかかることや，評価場面と

観察のポイントの内容を複数の教師でも理解

しやすい具体的な表現で絞り込んでいく必要

がある。

②客観性を高めるための教師の見取り

実際の評価に当たっては，学習内容に応じ

て複数の教師で授業を行ったり，できる限り

生徒を小グループ化するなど，学習状況をよ

り客観的にきめ細かく見取る指導体制や学習

形態にした。

③評価データの蓄積

１時間の授業の中で見取った評価は，授業

者が評価記録簿へ３段階の形式やコメントで

記入し，学年共通の評価データとして蓄積し

た。このデータをもとに，評価観点に照らし

て身に付いた力の顕著な部分を通信表や指導

要録へ文章で記載した。

④生徒の総合的な学習の時間に対する学習ニー

ズの高まり

平成22年度に本校が行った，総合的な学習

の時間についての生徒の意識調査で，以下に

示すような生徒の総合的な学習の時間に対す

る学習ニーズの高まりが見られた。

問１．あなたは，総合的な学習の時間の勉強が

好きですか。

当てはまる やや当てはまる やや当てはまらない 当てはまらない

１年 23% 62% 13% 2%

２年 35% 40% 17% 8%

３年 46% 41% 9% 4%

全校 34% 48% 13% 5%

問２．あなたは，総合的な学習の時間の授業で

学習したことが，普段の生活や社会に出

たときに役立つと思いますか。

当てはまる やや当てはまる やや当てはまらない 当てはまらない

１年 64% 32% 4% -

２年 32% 45% 17% 6%

３年 41% 45% 12% 2%

全校 45% 41% 11% 3%

問３．あなたは，総合的な学習の時間で学んだ

ことにより，自ら課題が設定でき，その

課題を解決しようとする力が身に付いた

と思いますか。

当てはまる やや当てはまる やや当てはまらない 当てはまらない

１年 13% 60% 26% 1%

２年 19% 40% 32% 9%

３年 24% 54% 18% 4%

全校 19% 51% 25% 5%



問４．あなたは，総合的な学習の時間で学んだ

ことにより，自ら学んだり，考えたり，

判断したりする力が身に付いたと思いま

すか。

当てはまる やや当てはまる やや当てはまらない 当てはまらない

１年 16% 56% 26% 2%

２年 22% 48% 24% 6%

３年 35% 48% 15% 2%

全校 24% 51% 22% 3%

問５．あなたは，総合的な学習の時間で学んだ

ことにより，他者の意見や考え方を参考

にして自分の考えを深めていく力が身に

付いたと思いますか。

当てはまる やや当てはまる やや当てはまらない 当てはまらない

１年 19% 62% 18% 1%

２年 26% 44% 24% 6%

３年 37% 45% 15% 3%

全校 27% 51% 19% 3%

問６．あなたは，総合的な学習の時間で学んだ

ことにより，自ら進んで学習しようとし

たり，新しいものを創り出そうとしたり，

仲間と協力して取り組もうとする態度が

身に付いたと思いますか。

当てはまる やや当てはまる やや当てはまらない 当てはまらない

１年 30% 57% 12% 1%

２年 34% 40% 20% 6%

３年 41% 43% 13% 3%

全校 35% 47% 15% 3%

問７．あなたは，総合的な学習の時間で学んだ

ことにより，今後の自分の生き方を考え

ようとすることができましたか。

当てはまる やや当てはまる やや当てはまらない 当てはまらない

１年 23% 60% 12% 5%

２年 26% 39% 26% 9%

３年 37% 44% 12% 7%

全校 28% 48% 17% 7%

問８．あなたは，総合的な学習の時間の中で，

各教科等で身に付けた知識や技能等を活

用して学習に取り組もうとしましたか。

当てはまる やや当てはまる やや当てはまらない 当てはまらない

１年 19% 56% 24% 1%

２年 25% 36% 28% 11%

３年 25% 51% 19% 5%

全校 23% 47% 24% 6%

問９．あなたは，総合的な学習の時間で，地域

の方々と関わったり，地域のことを調べ

たり，地域のことについて考えたりする

学習は好きですか。

当てはまる やや当てはまる やや当てはまらない 当てはまらない

１年 36% 35% 27% 2%

２年 26% 38% 22% 14%

３年 44% 42% 11% 3%

全校 35% 39% 20% 6%

今後を展望しての課題としては，生徒の学

習状況を多様な方法で把握しようと試みてき

たが，その見取りをどのような場面で，どの

ように指導や評価に生かしていくことがより

効果的なのか，という研究につなげていきた

い。

(2) 成果の普及

成果の普及については，公開研究発表会の

冊子作成による研究のまとめと，ホームペー

ジへの情報の掲載を行っていく。



平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名 三次市立塩町中 学 校
ふ り が な み よ し し り つしおまちちゆうがつこう

校 長 名：西岡 秀樹

所 在 地：広島県三次市大田幸町541番地

電話番号： 0824-66-1008

(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≫

思考力を高める学習指導の改善

〜｢総合的な学習の時間｣における評価規準

の検証と改善〜

【研究の要点】

知識・技能を習得，活用し，探究する力を育む教育実践，

とりわけ，「PISA 型学力の育成」を目指した授業研究と「『調

査・研究』学習」の単元に代表される総合的な学習の時間

との関連を図りながら「生きる力」につながる資質や能力

及び態度を高める研究を職員全員体制で進めた。

評価の観点については，本校では，生徒に「身に付けさ

せたい９能力」を学習指導要領に例示された「ア学習方法

に関すること」「イ自分自身に関すること」「ウ他者や社会

との関わりに関すること」の三つの観点に整理している。

本研究の重点活動である「『調査・研究』学習」は，地域

の「ひと・もの・こと」を学習対象とし，生徒が主体的に

探究する。その活動を通して生徒は，地域社会のすばらし

さや問題点，自分たちの生活との関わりなどを学ぶ。そし

て，そのことが解決方法を身に付け，自分自身の将来のこ

とや三次市の豊かな社会の創造を目指し，解決しようとす

る生徒の育成につながることを期待して指導を行った。

総合的な学習の時間の指導と評価の活動にあたり重要な

ことは，全体計画，年間指導計画，単元指導計画をしっか

りと作成し，職員の協同体制で総合的な学習の時間が探究

となるように指導を行い，指導したことが確かに成果とな

って表れたかどうかを評価規準・評価基準で見取り，その

結果を改善につなげることである。また，総合的な学習の

時間だけでなく，教科においても生徒に目標を持たせなが

ら課題解決を実行し，できたかどうかを振り返る「問題解

決的な学習」を仕組むことで，より総合的な学習の時間の

目標を実現しやすくすることが分かった。

本校独自の自己評価活動「塩中タイム」は，総合的な学

習の時間を中心にして学習の価値や成長を身に付けたい９

能力の視点で振り返り，将来の自己の在り方や考え方を育

む学習活動である。この活動により，３年間で学んだこと

考えたことが１冊のファイルに集約され蓄積される。この

ことが生きる自信や学習意欲につながる学習活動として効

果的であることが見えてきた。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

知識・技能を習得，活用し，探究する力を

育む教育実践を全教職員の協同体制で行って

いる。とりわけ，「ＰＩＳＡ型学力の育成」

を目指した授業研究と「『調査・研究』学習」

の単元に代表される総合的な学習の時間との

関連を図りながら実践を進めている。

本校区は，中国山地広島県北部の三次盆地

に位置し，山陰と山陽の交通路として栄え，

豊富な水をたたえる江の川や古墳群，恵まれ

た自然や歴史的文化財に囲まれた農村地域で

ある。保護者・地域住民の教育に対する熱意

も高く，学校教育にとても協力的である。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

1年 2年 3年 特別支援学級 計

学級数 ２ ２ ２ ３ ９

生徒数 ５９ ５９ ５７ ６ １８１

教員数 １８名（ １５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

思考力を高める学習指導の改善

〜｢総合的な学習の時間｣における評価規準

の検証と改善〜

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

教育資源としての「ひと・もの・こと」を

豊富に包有する地域の中で，自ら課題を見つ

け自ら考え学ぶ姿勢を強くもつ生徒を育てて

いくことを目指している。

生徒にこれから期待する姿として，生徒の

主体による探究活動を通し，これからの社会

において出会う様々な課題に対し，仲間とと

もに創造的，協同的に解決しようとする意志

や実行力を身に付けさせたいと考え主題を設

定した。



○［調査研究の対象］

総合的な学習の時間の全学年の単元「『調

査・研究』学習」を調査研究の対象とした。

その理由は，この単元は，指定以前からの学

習活動として地域の「ひと・もの・こと」を

探究する時間として定着してきており，その

指導の確かな成果として生徒の学力向上の手

応えを得ていたからである。

なお，「育てようとする資質や能力及び態

度」については，従前から視点としていた生

徒に「身に付けさせたい９能力」を，平成21

年度末から学習指導要領に例示された三つの

視点「学習方法に関すること」「自分自身に

関すること」「他者や社会との関わりに関

すること」と整理・統合し，指導にあたった。

育てようとする資質や能力及び態度

視 点 身に付けさせたい９能力

ア学習方法に関すること ①情報活用能力

②発見力

③思考力

④判断力

⑤表現力

イ自分自身に関すること ⑥将来設計能力

⑦健康・体力

ウ他者や社会との関わり ⑧人間関係形成能

に関すること ⑨生活力

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

(1)３年：単元「調査・研究」学習

○単元指導計画(別紙資料参考)

学年ごとの単元指導計画表を探究の過程に

沿って作成し，その中には指導のポイント・

場面ごとの評価規準・指導方法・ＡＢＣ段階

の評価基準を設ける。このように指導事項と

評価事項をつなげて細かく作っておくこと

で，毎時間の目標・指導と評価の在り方が教

職員共通のものになり，総合的な学習の時間

の目標の実現がより確かになると考えた。

○単元目標

三次市の未来展望に関わる「ひと・もの

・こと」を通して，地域社会のすばらしさと

問題点，自分たちの生活との関わりなどを学

ばせる。そして，探究の過程や課題設定に応

じた解決方法を協同的に身に付け，自分自身

の将来のことや三次市の豊かな社会の創造を

目指し解決しようとする。

○［課題設定場面の評価規準］

・三次市の未来展望の視点で，探究的・横断

的なテーマを設定できる。(学習方法に関

すること)

○［評価方法］

・課題，仮説，仮説設定の理由等を記述する

ワークシートによる

《「調査・研究」学習の流れ》

①下図のように，生徒に「調査・研究」学習の

全体像及びその中の現在の学習場面を示し大

きな見通しを持たせる。

②生徒に「期待する具体的な学習の姿」として

場面の学習のめあてを示す。

これまでの「教科」や｢総合的な学習の時間｣

で学んだことからテーマをみつけることができる。

③テーマの設定方法を示す(ウェビング等)

三次市の「ひと・もの・こと」を自分なりに

整理し，テーマ設定のヒントにしよう。

（「三次」に関わるウェビングマップ）

④生徒にテーマの要件を示し，探究的・横断的
な課題を自覚させる。

・調査をしてみないと答えが出ないものだ。
・三次市の将来につながる「調査・研究」だ。
・自分やみんなの役に立つ「調査・研究」だ。
・最後まで自分たちでやり通すことができそうだ。
・これまでの学習や体験から出てきた課題である。

⑤研究課題等を記述する。

・研究課題について
・研究課題の設定の理由

⑥研究課題に対する仮説を問う

・課題設定に対する研究仮説(予想：おそらく・
・であろう。)

・仮説をそう考えた根拠(その根拠は・・・である)



⑦学習のめあてに対応する課題設定場面の自己
評価を促し，継続した学習意欲につなげる。

・調査をしてみないと答えが出ないものだ。
（ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ ）

・三次市の将来につながる「調査・研究」だ。
（ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ ）

・自分やみんなの役に立つ「調査・研究」だ。
（ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ ）

・最後まで自分たちでやり通すことができそう
だ。 （ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ ）

・これまでの学習や体験から出てきた課題であ
る。 （ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ ）

⑧教師によるＡ，Ｂ，Ｃ段階の評価基準の設定。

Ａ：三次市の未来展望の視点で探究的・横断的
な課題を見付けて，的確な仮説を立ている。

Ｂ：三次市の未来展望の視点で探究的・横断的
な課題を持っている。

Ｃ：課題を設定しているが，視点が不明確である。

○［考察］

①ワークシートは，生徒や地域の実態及び思考

過程に沿ったものを工夫することにより，学

習活動と関連させながら展開することができる。

②ウェビングや生徒の思いや考えを記述させた

ものから，興味・関心や考えた過程などの学

習状況が把握できる。

③生徒がワークシートに思考過程に沿って記述

することにより，三次市の未来展望の視点で，

探究的・横断的なテーマを設定できているか

評価できる。

④仮説を考えさせることにより，課題解決の見

通しや目標を生徒自身が持つことができる。

⑤仮説設定の理由を記述させることにより，研

究テーマの発想過程を把握することができ

る。

⑥評価基準に関しては，指導事項を細かく設定

することにより，具体的な指導・評価事項が

共有化され，より確かになる。

⑦Ａ，Ｂ，Ｃ段階の評価基準を設定し評価にあ

たることにより，全体及び個人の具体的な指

導・学習の実現状況の把握が可能となる。

⑧生徒に，どのような資質・能力及び態度を育

てようとしているのかと指導と評価を関連さ

せた学習指導の見通しが必要である。

そのためには，単元計画の中に，評価の観

点を基に生徒に期待される具体的な学習の姿

を想定し，単元の目標・評価規準と生徒が取

り組む学習活動の場面を関連させながら，評

価方法・評価基準を入れ込むことで，指導内

容がより確かになる。

⑨課題として，評価基準を設定するための指標

や方法・前提条件等を明確な事例で示した

い。そうすることでこれからの指導の参考と

なる。

⑩到達基準に達しない評価基準Ｃの生徒への指

導の手立てをどうするかを，目標に準拠し考

えておく必要がある。

⑪課題設定の場面では，多様なテーマ設定の方

法を指導者が持ち合わせることや１・２年生

時に用いた有効な発想法を思い出させること

が必要である。そのためには，１年生からの

ワークシートや集めた情報を蓄積し，いつで

も振り返ることができるファイルが必要である。

(2)３年「調査・研究」学習で活用した能力等

を振り返る『塩中タイム』

『塩中タイム』は，各教科等，総合的な学習

の時間，日常生活を「つなぐ」ため，自分の

学習を振り返る学習である。

○塩中タイムの目標

総合的な学習の時間を中心にして，教科等で

学んだことを仲間とともに，自分に身に付いた

能力，教科で得た知識・技能の活用，能力の身

に付け方などの視点で振り返ることを通し，学

習の価値や自己の生き方を実感的に考えること

により，学習意欲を培うとともに自己の将来設

計につながる考え方を育む。

○[塩中タイムの評価規準]

｢調査・研究｣学習を通し学んだことの価値を

振り返り，自分の将来設計や問題解決場面で役

立てようとする。(自分自身に関すること)

○[評価方法]

①塩中カード

総合的な学習の時間や教科で学んだことを単

元の節目で，生徒自身が書き込む名刺サイズの

カード。生徒は，「９能力」を視点に振り返る。

（３年総合個人研究発表）

この学習を通して，私は生活力が身につい

たと思う。理由は，みんなの研究発表を聞い

て自分の研究発表に生かせるものや普段の生

活の中で活かせる知識などを見付けることが

できたからである。みんなで意見交流をする

ことは本当にいいことだと思った。

（平成２０年１０月１７日）

②累積表(能力別シート)

１年生から３年生まで塩中カードを累積して

貼り付けるノート。その中には，カード同士を

「共通点」や「関連」の視点で結びその理由を



書き添える能力別シート。(下図能力別シートの例)

③塩中タイムの基本的展開
学習活動 内容・発問等

事前 塩中カードを記入す 総合的な学習の時間を中心

る。 として，教科等の単元や節

目で生徒が記入。指導者は，

あらかじめ その内容を把

握しておく。

１ 塩中タイムのねらいを 「自分に身に付いた能力を

確認する。 振り返り，知識を整理しよ

う。」「ばらばらな知識を整

理し使えるようにしよう。」

２ 「塩中カード」を自分 「なぜその能力項目に貼っ

が関連すると思う項目 たのか，『〜の授業で〜なこ

のページに貼付する。 とを学んで〜の力がついた

から，〜の力を使ったから』

というように理由を考え，

そのことを記入しよう。」

塩中カード記入中，授業者

は机間指導をする。

３ その項目に貼った理由 一つのカードに絞りどの項

を交流し合う。 目に貼ったか，なぜその項

目に貼ったか理由を交流し

合う。生徒個々の考えの違

いを認め合い，学び合う。

４ 他のカードとの関係を 同じシートの以前の他のカ

考える。 ードとの関係を共通点や関

連性について考え，記入し

交流する。思考が進まない

生徒については，授業者が

「〜について考えてごらん」

と視点を提示する。

５ 能力をさらに伸ばすこ １つの能力に注目して，さ

とを考える。 らに伸ばすにはどうしたら

よいか考え，広く意見を出

し合う。

６ 学習したことを生か 総合的な学習の時間や教科

す。 等で学んだことを今後の生

活にどのように生かすか考

え，意見を出し合う。生徒

個々の考えの違いを認め合

い，学び合う。

○[考察]

①塩中カードへの記述，カード同士の関連を記

入し１年時から蓄積することにより，自己の

学びや成長の様子を生徒自身が自覚でき，そ

の内容や過程を評価できるすぐれた評価方法

である。具体的には，「情報収集でどんなこ

とを心がけたか」，「どの教科で学んだことを

総合的な学習の時間のどこで使ったか」，「ど

んな力をどこで使いどんな力が付いたか」，

「どんなことを考えながら探究したか」，「さ

らに能力を身に付けるためにはこれからどう

すればよいか考えたか」などが見取れ，多面

的視点で学習状況を生徒個々について把握す

ることができる。

②塩中タイムの中で，自分の考えを仲間と交流

する場面を通し，生徒がお互いの学習を評価

し良い点を学び合う場面をつくることができ

る。その過程で，自分の学習状況を知り，自

己の将来を考えていく力が育つと考えられる。

③教師自身が生徒の学習活動の状況を見取る力

を磨くとともに，視点を明確にした指導の工

夫をすることが求められる。そのためには，

塩中タイムについて，より客観的具体的に指

導計画や成果を整理する必要がある。

④塩中タイムの活動から読み取れる生徒の学習

状況は，多種多様である。したがって，評価

基準を設け，評価の指標をより明確にするこ

とが今後の課題である。

３ 成果の普及と今後の展望

単元「調査・研究」学習において，三次市

の「ひと・もの・こと」を探究する活動及び

その学習活動を振り返る学習活動を通して，

評価の観点「学習方法に関すること」「自分

自身に関すること」「他者や社会とのかかわ

りに関すること」の資質や能力及び態度が育

ち，「自己の在り方や生き方を考える力」「自

己の将来設計につながる考え方」がはぐくまれた。

また，総合的な学習の時間における単元の

指導に当たっては，評価の観点を基にして，

単元の目標や内容を踏まえた場面ごとの評価

規準を設定し，さらに指導の指標である評価

基準を設定することで，指導事項が明確にな

り，生徒の学習活動がより充実したものになる。

今後，この評価活動をより客観的にするた

め，結果を累積し分析して，生徒の学習評価

はもとより，指導計画や教師の指導の改善に

役立てたい。そして，その成果を本校研究公

開や各種研究発表，文献資料等の記載，ホー

ムページ等で普及し，実践事例としたい。
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