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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≫

確かな学力の定着を図る

指導と評価の工夫

～「話すこと・聞くこと」の

指導方法と評価の工夫～

【研究の要点】

○調査研究の内容

・目標に準拠した評価の在り方を深める実践の推進

・評価規準及び評価方法の検証と改善

・テーマに沿い，「具体的な言語活動」の取組内容決め

・「単元（教材）に関する評価規準」の設定

・目標達成のため，「指導方法の工夫」内容を決定

・授業の手順を示す，「指導計画」の作成

・授業を通して，目標の実現状況を検証

・Ａ評価の根拠，Ｃ評価への支援策の具体的な提示

・「話すこと・聞くこと」指導のＰＤＣＡサイクル確立

→ 「確かな学力の定着」に寄与

○調査研究の対象

・国語の全学年 → 「話すこと・聞くこと」

・アンケート調査の分析と考察を踏まえた授業実践

・評価規準及び評価方法の検証と，授業の工夫・改善

○評価の具体例

（１）興味をもって取り組むための，コンテンツを工

夫したスピーチ学習

（２）興味をもって取り組むための，提示資料を工夫

したスピーチ学習

（３）グループパズーセッションにおける，コミュニ

ケーションスキルの学習

※上記３例について，「話すこと・聞くこと」領域に

絞り，次の項目に沿い，具体的な実践内容及び検

証結果を明らかにした。

①育成を目指す言語能力（身に付けさせたい力）

②具体的な言語活動（取組内容の指導計画）

③指導方法の工夫（具体的な手順の紹介）

④評価基準・評価方法について

・〈Ｂ評価〉とする規準の明確な提示

・〈Ａ評価〉と判断する根拠，キーワード等

・支援する状況にある生徒への，具体的な手だて

⑤評価についての考察（実現状況の検証と改善策）

○成果と課題（成果→◎，課題→●）

◎学習目標の具体的な設定で，評価規準も明確に

◎指導方法の工夫と教材開発の，多様な事例を紹介

◎「生徒の意識調査」に基づく，指導方法の改善

●生徒の経年変容を，分析し考察する調査研究

●全教科等における，言語活動の取組とのリンク

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校は，荒川区の中心から東に位置し，隅田川

沿いに建てられた学校で，三河島水再生センター

にも隣接している。その立地を生かして，隅田川

の水質検査や農園・ビオトープづくり，ホタルの

飼育等の環境教育に取り組んでいる。

生徒は下町的気質で大人に対して親しみをもっ

ている。教職員はＰＴＡや「おやじの会」と連携

しながら地域行事に積極的に参加しているため，

地域や保護者の学校への信頼度は高い。

生徒の，家庭での１日の平均テレビ視聴時間は

４時間を越え，それに伴い家庭学習時間は少ない

が，授業の工夫等により基礎学力も少しずつ上昇

してきている。

現在の課題は，生徒一人一人の生涯学習の基礎

づくりである。そのために，生徒の自己教育力や

主体的学習意欲の向上及び家庭学習時間の増加，

そして生徒一人一人の思考力，判断力，表現力の



定着を図るべく，教育活動を進めている。

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 4 3 3 10

児童数 130 116 96 342

教員数 ２１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

確かな学力の定着を図る

指導と評価の工夫

～「話すこと・聞くこと」の

指導方法と評価の工夫～

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

本調査研究の原点に立ち返り，目標に準拠した

評価の在り方を深める実践を一層進め，評価規準

及び評価方法の検証を行った。

テーマに沿った「具体的な言語活動」として，

何に取り組むのかを決める。次に，新学習指導要

領に基づき，「単元・教材に関する評価規準」を

設定する。そして，目標を達成させるために，「指

導方法の工夫」として何を取り入れるのか，どう

いう手順で授業を進めていけば効果的なのか等を

明確に示す「指導計画」を作成し，実際の授業を

進める中で目標の実現状況を検証する。

さらに，「評価方法」についても，どこにＡ評

価と判断する根拠があるのか，Ｃ評価と判断され

た生徒に対する支援策として何ができるのかを，

可能な限り具体的に提示することとした。

「話すこと・聞くこと」指導におけるＰＤＣＡ

サイクルを確立し，様々な工夫を授業実践に取り

入れ，繰り返し評価規準及び評価方法の検証を行

い，さらに改善を図ることが，確かな学力の定着

に役立つと考え，本研究主題を設定した。

○［調査研究の対象］

国語の全学年について，「話すこと・聞くこと」

の観点に絞り，アンケート調査を実施した。

この分析と考察を踏まえ，全学年共通及び学年

ごとの課題を把握し，授業に取り組んだ。

目標の実現状況により，評価規準及び評価方法

を検証し，繰り返し工夫・改善を図った。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

〈具体例１〉

『興味をもって取り組むための，コンテンツを工

夫したスピーチ学習』

（１）育成を目指す言語能力

自分の創った物語の説明を場に合わせて行う

ことを通して，説明する力の育成を目指す。

また，説明したり聞いたりすることを通して

発想や考えを広げる。

（２）具体的な言語活動

①自分が考えた映画脚本の説明をし，また，友

達の考えた映画の説明を聞いて，意見を述べ

合い，作品内容や説明の仕方について互いに

学び合う。

②自分が映画の脚本家として，今後一緒に仕事

を進めていく映画美術担当者に，自分の物語

の説明をする。

（３）指導方法の工夫

①コンテンツの工夫

・楽しさと自主性をもたせる。

→自作の物語。（２ヶ月後に封切られる映画

の広告の「ちらし」をこれから創る作品の

発想の元にする。）

②コンテンツに合わせ，話す対象を工夫

・映画の脚本家として，自分の創った物語を，

映画美術監督に説明する，という設定

→ロールプレイなので，恥ずかしさやためら

いをもたず，自由な表現が期待できる。

③支援と評価の場を工夫



・ロールプレイでは，話す相手である映画美術

監督を授業者にする。

→授業者に生徒が話をするので，個々の支援

がその場で可能であり，評価しやすい。

④交流の場の設定

・準備段階において，生徒同士に対面で説明の

練習をさせておく。

→話す内容や工夫の参考，話し方や聞き方の

相互学習をして課題をもたせる。

（４）評価規準・評価方法について

「話すこと」の評価

２年生

○〈Ｂ評価〉

目的や場面に応じて話し，構成や内容に注意

を払い，熱意をもって話している。

◎〈Ａと判断するためのキーワード等〉

①話の世界が具体的に思い浮かべられるよう

に，効果的な構成で話している。

②全体のイメージが，色彩豊かにつかめるよ

うに話している。

●〈支援する状況にある生徒への手だて〉

聞き手の授業者が質問をすることで，足りな

い部分の話を補えるようにする。

３年生

○〈Ｂ評価〉

相手や場に応じて熱意をもって，構成や内容

に注意を払いながら，敬語を適切に使い話し

ている。

◎〈Ａと判断するためのキーワード等〉

①話の世界が具体的に思い浮かべられるよう

に，効果的な構成で話している。

②イメージがつかめるように，色彩等を豊か

な表現を用い話している。

③テーマに関して，社会・自然環境・人生観

等を反映させて話している。

●〈支援する状況にある生徒への手だて〉

聞き手の授業者が質問をすることで，足りな

い部分の話を補えるようにする。

（５）評価についての考察

本学習では，第２学年と第３学年の生徒を対

象とし，学習状況，目標の実現状況を比べた。

発達段階に応じ，物語は第３学年の方が多角的

であり，深みがあるものが目立った。以下は，

それぞれの目標に照らした評価である。

４，５時は，映画美術監督（授業者）に対し

て脚本家の立場から，どのような作品世界にす

るかを伝える学習をもった。そこでの「話すこ

と」の実現状況は，２年生で，Ｂ評価は３２％，

Ａ評価は４８％，Ｃ評価は２０％，３年生で，

Ｂ評価は３３％，Ａ評価は５３％，Ｃ評価は１

４％だった。本学習では，対象や場の工夫，評

価規準の明確さにより，その場面における評価

について，学習の実現状況が的確に把握できた。

さらに，生徒が話をしている途中で，指導者

が必要な支援をしたことで，評価Ｃの状況が評

価Ｂに変容した生徒数は１０名だった。これは

評価Ｃの生徒の約半数にあたる。話の場を授業

者に対する一対一の場にすることで，普段気が

小さく声が出ない生徒も，安心して声が出せる

ことが確認できた。話を引き出す方法としての

質問を工夫したが，指導者の質問によって，Ｂ

評価の状況がＡ評価に変容した生徒もいた。

その場での支援によっての変容が，可能であ

ることは確かめられたが，Ｃ評価の生徒の割合

は，まだまだ高い。今後の学習では，準備段階

におけるワークシートの記入の遅れに合わせ，

個々への支援を学び合いや補習等を通して充実

させたい。

〈具体例２〉

『興味をもって取り組むための，提示資料を工夫

したスピーチ学習』

（１）育成を目指す言語能力

自作のキャッチコピーの説明を交え，お薦め

の本を紹介するスピーチを通して，説明する力

の育成を目指す。また，聞き取った内容や表現

の仕方を評価して，自分のものの見方や考え方

を深めたり表現に生かしたりすることができる



ようにする。

（２）具体的な言語活動

①キャッチコピーの作成（提示物）

②「説明メモ」「話題メモ」の作成

③班内発表（「交流メモ」ワークシート）

④学級発表（「聞き取りメモ」ワークシート）

（３）指導方法の工夫

①目標設定の工夫

・学習活動に合わせ，具体的な表現の仕方を工

夫して説明する。

・自己評価，相互評価の規準を明確にして提示

する。

②ワークシートの工夫

・学び方の道筋がわかるマークシートの作成。

・学習目標を達成するため，何をどう学習した

らよいのかを明確に示す。

③コンテンツの工夫

・身近なキャッチコピーを，自分で作成する。

・「説明メモ」「話題メモ」等のワークシートを，

効果的に活用する。

・説明の仕方や表現方法に着目させ，相互評価

に取り組ませる。

④交流の場の設定

・対面による説明の場を提供

→緊張感を軽減し，抵抗感なく発表できる。

・班内における発表

→「交流メモ」を活用し，聞き取った内容や

表現の仕方を相互評価する。

・学級における発表

→「聞き取りメモ」を活用し，自分のものの

見方や考え方を深める。

（４）評価規準・評価方法について

「話すこと」の評価

○〈Ｂ評価〉

語句や文を効果的に使い，「キャッチコピー」

や本などの資料を活用して，説得力のある話

をしている。

◎〈Ａ評価と判断するためのキーワード等〉

豊かな語彙をあやつったり，巧みな表現を用

いたりして，お薦めの理由が明確にわかる話

題を入れている。

●〈支援する状況にある生徒への手だて〉

他の生徒から学ばせ，「説明メモ」「話題メモ」

の練り直しを指示する。他の生徒の「説明メ

モ」を参考にさせる。

「聞くこと」の評価

○〈Ｂ評価〉

「聞き取りメモ」を活用し，内容や表現の

仕方を評価して，自分のものの見方や考え

方を深めている。

◎〈Ａ評価と判断するためのキーワード等〉

発表者の評価を適切に行うとともに，自分

のものの見方や考え方と比較して意見を論

じている。

●〈支援する状況にある生徒への手だて〉

机間指導を通して，「聞き取りメモ」の活

用の仕方について，記入例を示しながら具

体的に助言する。

（５）評価についての考察

「お薦めの本」発表会における生徒の実現状

況は，３年生でＢ評価が４８％，Ａ評価が４３

％，Ｃ評価が９％であった。Ｃ評価がこれまで

で最も低い率になった背景に，興味を持って取

り組みやすいキャッチコピーの作成から学習に

入り，そのキャッチコピーを提示しながら話を

するという設定が取り組みやすさを生んだと考

えられる。

本学習で，説得力のある話の要素として注意

させ，また相互評価の観点に活用させた項目が

ある。１年生から３年生の新学習指導要領の指

導事項から抜き出し作成した，次の１６項目で

ある。

①構成，②反応に合わせる，③速度，④音量，

⑤調子，⑥間，⑦語句の選択，⑧場に応じた言

葉遣い，⑨資料や機器の効果的な活用，⑩状況

や相手に応じる，⑪適切な敬語，⑫姿勢，⑬表

情，⑭身振り手振り，⑮メモをほとんど見ない

で話す，⑯惹かれるキャッチコピーの表現



Ａ評価の発表は，「豊かな語彙をあやつり，

巧みな表現を用いて，お薦めの理由が明確にわ

かる話題を入れている」だけではなく，前述の

②～⑥，⑩，⑫～⑮などが優れていた。評価規

準は学習指導要領の項目に沿うようにしたが，

これらの項目を意識して取り組ませる必要があ

ると考える。今後の学習では，相互評価の観点

として示すだけでなく，これらを学習目標に合

わせて選び，評価規準に入れて取り組ませれば

効果が上がるだろう。〈Ｂ評価〉の評価規準に

ついても同様にし，明確な目標を持たせて取り

組ませたい。

〈具体例３〉

『グループバズ-セッションにおける，コミュニ

ケーションスキルの学習』

（１）育成を目指す言語能力

①話す速度や音量，言葉の調子や間の取り方等

に注意して，話したり聞いたりする能力。

②段落の役割や文と文との接続関係，主語と述

語の呼応等を考えて，話したり聞いたりする

能力。

③事実と意見，意見の根拠等を明らかにして，

正確に話したり聞いたりする能力。

（２）具体的な言語活動

①「昔の話」のインタビュー

・必要に応じて，質問しながら聞き取る。

・レポートを，整理してまとめる。

②班内発表会の発表原稿の作成

・伝えたいことが正確に伝わるように，聞き手

を意識して，分かりやすく簡潔にまとめる。

③班内発表会及び班討議（班テーマ等の決定）

・声量やテンポ等に留意し，分かりやすく話す。

・観点に沿い，話し手の工夫点を評価する。

④テーマに沿った，調べ学習と発表原稿作り

・２冊以上の図書資料を活用してまとめる。

・原稿づくり，発表練習に積極的に取り組む。

⑤クラス発表

・説明と意見を分け，分かりやすく発表する。

・自分の感想や意見を，きちんと記入する。

（３）指導方法の工夫

①考え方や気持ちを分かりやすく伝えるため

の工夫

・発表の場（聞き手の人数）や発表時間を意識

させ，ポイントを絞って話せることを目的と

して練習に取り組ませる。

・お互いの発表を聞き合い，相互評価を通して

比較させることで，「正確に伝える」ための

方法について考えさせる。

・発表原稿を作成する際に，ナンバリングやラ

ベリングの手法が効果的に活用できるよう，

事前学習を徹底させる。

・事実の説明と意見の表明を明確に区別させ，

根拠を明らかにさせながら発表させる。

②話の内容を正確に聞き取るための工夫

・「心をこめて聞く」を意識させ，聞き手と話

し手のコミュニケーションを大切にさせる。

・メモを取りながら，正確に話を聞き取らせる。

・発表内容の事実と考えを，区別しながら聞き

取らせる。

③話題や方向に沿った話し合いのための工夫

・自分の考えや気持ちを正確に伝えるために，

相手に理解してもらえるように話をさせる。

・他の生徒の意見や気持ちを理解するために，

話し手の意図を考えながら話の内容を聞き取

らせる。

（４）評価規準・評価方法について

「話すこと」の評価

○〈Ｂ評価〉

「正確に話す」を認識し，分かりやすく伝

えている。

◎〈Ａ評価と判断するためのキーワード等〉

①インタビューした内容と，自分の内容を

リンクさせ話している。

②接続詞を適切に使うことができる。

③主・述の関係が，正しく呼応している。

④声の音量，テンポ，目線，間の取り方が

適切である。



●〈支援する状況にある生徒への手だて〉

①一文を４０字以内の短文で話させる。

②主語の明確化，述語と呼応させる。

「聞くこと」の評価

○〈Ｂ評価〉

内容や表現の仕方を工夫して，自分のもの

の見方や考え方を深めている。

◎〈Ａ評価と判断するためのキーワード等〉

発表者の評価を適切に行うとともに，自分

のものの見方や考え方と比較して意見を論

じている。

●〈支援する状況にある生徒への手だて〉

机間指導を通して，「聞き取りメモ」の活

用の仕方について，記入例を示しながら具

体的に助言する。

（５）評価についての考察

本学習は，一人ひとりがインタビューした内

容を話し合い，班でテーマを決め，そのテーマ

を図書館資料を用いて調べ，発表するという学

習計画で行った。発表は，調べたことを分かり

やすく，自分の意見を持って自分の言葉で発表

させることを意識させた。

本時「班内発表」の，「話すこと」における

評価の実現状況は，Ｂ評価は５６％，Ａ評価は

３２％，Ｃ評価は１２％であった。

それに対し，「聞くこと」についての評価は，

「聞くこと」についての学習に慣れていない生

徒が多く，話し手の話を意識して聞き，工夫点

をワークシートに具体的に書き込める生徒は，

１２％程度であった。

次年度の「話すこと・聞くこと」指導の課題

は，「話す」（発表・スピーチ）の機会を授業以

外にもなるべく多く設け，相手を意識して「聞

く・話す」場面を数多く経験させる。その中か

ら互いの工夫点を具体的に発見し，自分の発表

に生かしていく。特に，「聞き方」についての

指導をしっかり行うことで，自分の発表に生か

していく学習を実践することである。

３ 成果の普及と今後の展望

（１）成果の普及

平成２２年１１月１９日（金）に研究発表会

を開催し，以下の内容を趣旨とする成果を普及

した。

①学習指導要領の項目から，その単元・教材で

身に付けさせたい力を抜き出し，さらに学習

目標を具体的に設定することにより，評価規

準も明確にすることができる。

②具体的な言語活動に応じて，「学習内容や材

料」「交流の場」「支援のあり方」など，指導

方法の工夫と教材開発の事例紹介。

③「生徒の意識調査」～変容の分析と考察～を

定期的に実施し，その結果を踏まえ指導方法

改善の取組。

（２）今後の展望

新しい学習指導要領で学年ごとに明示されて

いる，発達段階に応じた評価規準を，単元・教

材に合わせて具体的に設定するよう努めた。し

かし，同様のテーマを活用して，生徒の経年に

よる変容を分析し考察する調査研究は不十分で

あり，今後の課題として継続させる。

「話すこと・聞くこと」の領域に取り組む際

は，相手を尊重する態度が基本となる。しかし，

生徒の意識調査では，「自分と違う意見でも，

その考えを分かろうとしている」について，良

い傾向にある生徒の割合が低かった。まずは，

相手の人格をしっかり受け止めて，その前提に

立って意見を述べ合い 調整する能力が求めら

れる。各教科等における，生徒の言語活動の充

実とリンクさせ，相互に高めあう方向性の研究

と実践の推進に取り組む。



平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名 宇治市立宇治中 学 校
ふ り が な う じ し り つ う じ ちゅうがっこう

校 長 名：大越 房数

所 在 地：京都府宇治市宇治矢落64番地の1

電話番号： 0774-39-9158

(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 中学校（国語）

≪研究主題≫

「共生力の育成による学力の向上」

～コミュニケーション能力としての

国語力の育成を通して～

【研究の要点】

本校生徒が，「書く」「話す・聞く」という伝達力や表現

力の弱さ，その弱さからくる人と人との関係の希薄さがあ

るととらえたことから，国語科では，「書くこと」の取組を

通して言語能力向上を目指すこととした。書く場の設定を

意識的に持つことや，工夫（異なる表現様式を取り入れる）

を行う中で，「書く意欲」の喚起・持続をはかる学習活動例

・伝えたい内容が明確に持てている

・目的意識と相手意識が持てている

・文章を書く手順が具体的に分かっている

・学習の成果が適切に評価されている

・身に付けた技能が実際に生かせている

を学習活動に位置付けた。

また，構想段階からの様々な交流形態を取り入れること

で，言語感覚を広げる場とした。

研究対象生徒はいずれも第３学年で，前年度の授業内容

を踏まえて，工夫改善を加えていく中で，書くことの定着

を図ることができた。

引き続き，「書くこと」の指導過程において，身に付けさ

せたい力を明確にして指導を行う。そのためには，評価規

準が明確となって，指導と評価の一体化を目指した単元指

導計画の構成が必要となる。これには，指導目標の明確化

とそれに基づいた評価規準の設定が求められ，具体的な指

導場面を想定しながら作成していくことが実践的な意味を

もつものである。学習履歴図のような資料を活用した自己

評価や相互評価，そして指導者からの評価や助言を重ねな

がら，常に次の学習の場に生かしていくことが大切である。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校は全国学力・学習状況調査，目標基準

準拠検査（ＣＲＴ）,京都府学力診断テスト

等の実施結果より，全学年共に全国平均より

やや低い傾向にある。領域ごとにみても全般

的に低い傾向であるが,「言語事項」「話す・

聞く」の下げ幅が若干大きいという課題があ

る。

また解答形式において「記述式・短答式」

での正答率が,「選択式」のそれよりも高い

という特徴がある。

この背景には，本校生徒が，「書く」「話す

・聞く」という伝達力や表現力の弱さ，その

弱さからくる人と人との関係の希薄さがある

ととらえている。

そこで本校では，対人関係の改善を図るに

は「各教科等の指導内容の定着」や「よりよ

い人間関係の構築」に，言語が重要な役割を

果たしているととらえ，「共生力」の育成を

学校全体の目標とするとともに，国語科を中

心とした言語能力向上を目指した。特に，「書

く」ことを意識した取組を進めている。

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 ５ ５ ５ ２ １７

児童数 171 183 196 ５ ５５５

教員数 ４０名（ ４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

「共生力の育成による学力の向上」

～コミュニケーション能力としての

国語力の育成を通して～

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

本校は平成18・19年度は「読む力」に重点

を置いて研究を進めたが，その際に「その単

元で，その教材を通して，どのような力を身

に付けさせたいのか」を明確にして授業を行

ってきた。これを受けて平成20年度からは「読

むこと」によって学んだ力を「書くこと」に

生かすよう「書く能力」の指導の充実にシフ

トして,３年目を迎えている。

「自分の考えや意見を書く機会を効果的に，

できるだけ多く設けること」，「国語科で学ん

だことを他教科等の学習に生かすこと」など

「書くこと」の充実を図ると共に，実生活や

実社会との関連も考慮に入れた「書くこと」

の指導の在り方を研究のねらいとした。

○［調査研究の対象］

年度を異にした３学年を対象として，前年

度の取組の成果・課題を踏まえて，「書く」

の観点を中心とした「俳句」づくり，「アル

バム」づくりを調査の対象とした。対象をこ

のように設定したのは，成果物に目を向ける

だけでなく，少人数授業等での個別指導を充

実させる中で，それぞれの指導過程に工夫・

改善を加えながら実施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

（１）「豊かな言葉（俳句の可能性）」の実践Ⅰ

① 指導の概要

「俳句の可能性」では，伝統を踏まえなが

らも多様性をもった明治以降の５作品の鑑賞

を行い，俳句の基本である「有季定型」を理

解した。さらに歳時記をひもとくなどして俳

句の創作活動を行い，文字言語による表現の

楽しさを味わった。

② ポイントとなる評価規準と評価方法（その

１）

（「季語」や五・七・五の音律，切れ字など俳

句の基本的な約束事を理解した上で，「有季定

型」を条件に自分が取り上げた季節にふさわし

い「季語」を盛り込んで俳句を完成している。

〔評価方法〕

観察・構想メモ（創作した俳句）

〈評価の実際〉

○観察による評価･･･構想メモの記述状況から

「努力を要する状況の生徒」を把握し，イメ

ージが広がるよう，季節感のある静止画や有

名作品を視覚的に提示する指導の工夫を行っ

た（今後はさらに，身近な体験や見聞からよ

り材料収集ができるような，指導の改善が考

えられる）。

○構想メモ（創作した俳句）による評価･･･創

作入門編の位置付けとして，「定型」で，自

分が取り上げた季節にふさわしい「季語」を

盛り込んだ作品を「Ｂ」と評価した。完成作

品だけでなく，構想段階から自己評価を活用

する指導は有効であった（完成作品の交流だ

けでなく，構想段階からの交流を取り入れる

指導の改善が考えられる）。

（２）「豊かな言葉（俳句の可能性）」の実践Ⅱ

① 指導の概要

作品案の段階で，グループ内での交流を

行った。付箋を使って感想とアドバイスを

記入し，各自のセンス・発想を交流するこ

とで，語感を磨き自身の作品を練り直す機

会とした。

② ポイントとなる評価規準と評価方法（その

２）



〇作品を交流する中で，感想やアドバイスを

適切に記述している。

〔評価方法〕

観察・構想メモ（アドバイスの付箋の内容）

〈評価の実際〉

○観察による評価･･･付箋の記述進行状況から

「努力を要する状況の生徒」を把握し，作品

から受ける情景や心情のイメージを自由に書

くよう助言を行った。感想とアドバイスの項

目を，付箋で色分けする工夫をした（今後は

さらに，アドバイス内容を，自作品に取り入

れるか否かも判断して色分けさせる指導の改

善が考えられる）。

○構想メモ（アドバイスの付箋の内容）による

評価･･･他者の作品について，自身が考える

具体的な改善案や感想が記述できていれば

「Ａ」と評価した。

【評価の例】

○生徒作品

「ゲレンデで ヒョウン風切る Ｆ１カー」

（スキー板をはいてゲレンデを勢いよく滑っ

ていると，まるでＦ１カーに乗ったドライバ

ーになったような気分になる。）

（Ｂと評価した付箋内容例）

・スキーとＦ１カーをかけているのは，良

いなと思った。

・ヒョウンを変えた方がいいと思った。

（Ａと評価した付箋内容例）

・確かにゲレンデで滑るスキーは速くてスリル

もあり「雪上のＦ１カー」だと言えるなと思

った。

・「ヒョウン」の擬態語を，スピード感をます

形で「ヒョッウン」に表記してみては。

○生徒作品

「さむざむと 星冴える夜は 寂しけり」

（寒々とした冬の夜は，気温が低いだけでな

く気持ちの面でも寒く，寂しくなる。）

（Ｂと評価した付箋内容例）

・「さむざむと」と「寂しけり」が合っている

と思う。

・「さむざむと」を変えた方が，完成度が高ま

ると思う。

（Ａと評価した付箋内容例）

・「さむざむと」と書いてあることで，冬の夜

の寒さを強調しているなと思った。気持ちの

寂しさと冬の寒さが書いてあることで，ひっ

そりとした情景が伝わった。

・「星冴える」と「さむざむと」が，よく合っ

ていて，冬の身を切るような寒さが伝わって

くる。

グループ内で一作品を練りあげるために，

口頭交流の場も設ける指導の工夫を行った

（今後はさらに，互いの語彙・語感を交流す

ることで，自作品の変化の課程を検証させる

ような指導の改善が考えられる）。

（３）「人間と言葉（未来に向かってアルバムを

編み，語り合う）」の実践

① 指導の概要

三年間で学習した作品や文章を読み返

し，新入生に「中学校の国語教材」を紹介

する目的で，全体の構成を考えてアルバム

を編集する。

② ポイントとなる評価規準と評価方法

○教材である作品を視写するだけでなく，自分

の考えや感想を書いたり，表現方法を工夫し

たりして，読み手である「新入生」を意識し

た個性的な作品に仕上げている。

〔評価方法〕

観察・作品

〈評価の実際〉

○観察による評価･･･「努力を要する状況の生



徒」は，三年間で学習した教科書やノート・

作品・資料からの選材に時間を要するため，

毎時の計画内容を確認させる手だてを講じ

た。

○作品による評価･･･読み手である新入生を意

識して，自身の「今まで」と「これから」に

触れながら個性的な作品に仕上げる事ができ

た作品を「Ａ」評価とした。新入生という身

近な相手意識を持たせることで指導の工夫を

した（今後はさらに，新入生にとってどのよ

うな作品が求められるかを，事前に確認・交

流しておく指導の改善が考えられる）。

【評価の例】

○教材紹介のコメントから

「蓬莱の玉の枝 ―「竹取物語」から―」

について

（Ａと評価した例）

・竹取物語は初めての古典です。「は行」を「わ

行」にかえるや，「まう」などのように母音

が「ａｕ」になっているものは，その母音を

「ｏｕ」にかえて「もう」と読むこと。また

現在では使わない「あまた」（たくさん），「ぐ

して」（ひきつれて）など，新たに覚えなけ

ればならない言葉が出てきます。難しいです

が受験の時には古典が出てきます。頑張って

勉強してください。

・中学校では現代文の他に，古文も勉強します。

まずは，いろは歌でウォーミングアップ。そ

して，この「蓬莱の玉の枝」をやります。「か
ほうらい

ぐや姫」として，知っている人も多いでしょ

う。「蓬莱の玉の枝」は，かぐや姫が五人の

求婚者に，無理難題を言います。その中の一

人が「蓬莱の玉の枝をとってこい。」と言わ

れ，取りに行く挑戦をする場面です。初めて

の古典，とても楽しいですよ。

３ 成果の普及と今後の展望

この研究に取り組むにあたり，「書くこと」

の指導の在り方と，生徒側の「書くこと」の意

欲の課題が前提にあると考えた。

「書くこと」への意欲を高める一方策として

「書く場」の設定を工夫した。「書くこと」領

域の授業を「教材として取り上げる感想文や意

見文等の表現様式の学習」といった狭いとらえ

方ではなく，異なる表現様式（俳句創作・アル

バム作り等）として示し，取り組ませた。また，

相手意識，目的意識を具体的に持たせることで，

適切な語句を用いたり，内容や文章の構成を工

夫したりすることにつながった。

「実際に書く」経験を積み重ねて行く中で，

実践的に学び「書く力」を身に付けると共に，

意欲も高めていくものと考える。また，交流場

面を取り入れることで，友達の題材のとらえ方

や表現の仕方について分析・批評し，自分の表

現の参考にする機会を得させることができた。

これらの取組の中では，常に学習の実現状況

を評価し，その結果を指導に生かしていくこと

が必要となる。学習の成果物に目を向けること

に加え，作成していく過程にも評価の視点を据

えるようにした。指導目標の明確化とそれに基

づいた評価規準の設定が求められ，具体的な指

導場面を想定しながら，作成していくことが実

践的な意味をもつものである。学習履歴図のよ

うな資料を活用した自己評価や相互評価，そし

て指導者からの評価や助言を重ねながら，常に

次の学習の場に生かしていくことが大切であ

る。

引き続き具体的な目当てを持たせる指導を行

い，「書くこと」の経験が積み重ねられるよう，

「書くこと」の学習意欲をどのように喚起して

いくかを課題として取り組んでいく。楽しさや

便利さを実感し，「書きたい」意欲が生まれる

「書くこと」の学習活動を図っていく。


	荒川区立第五中学校
	宇治市立宇治中学校

