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学校名 宮代町立前原中学校
ふ り が な みやしろちょうりつまえはらちゅうがっこう

校 長 名：小林 尚
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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 社会（地理的分野）

≪研究主題≫

資料活用の技能，表現力の向上と知識理解

の定着を目指した指導と評価の工夫

【研究の要点】

１ 主題設定の理由

指導と評価の一体化の視点から評価規準や評価方法を見

直し，「地図活用」を中心とした学習指導の工夫・改善を図

り，資料を適切に読み取る力やそれを基にした知識の定着

を図ろうと考えた。

２ 研究の対象

学年：1年

単元名：地球上の位置関係と水陸の分布

３ 評価の具体例

(１)評価の具体例 １

学習活動：大陸や海洋の大まかな形状と位置関係

評価の観点：社会的事象についての知識・理解

評価規準：大陸と海洋の大まかな形状と位置関係が分かる。

Ａ（「十分満足できる」状況）と判断するもの：

様々な表現で描かれた地図において，大陸や海洋の位置

関係を把握している。

Ｃの生徒への手だて：

ワークシートに繰り返し取り組ませる。

評価方法：ワークシート記入，小テスト，定期テスト

（２）評価の具体例 ２

学習活動：経度・緯度，時差

評価の観点：資料活用の技能・表現

評価規準：経度の差を利用して簡単な時差の計算ができ

る。

Ａ（「十分満足できる」状況）と判断するもの：

二つの地点が日付変更線をはさんだ東西にあっても時差

の計算ができ，その場所の日時が分かる。

Ｃの生徒への手だて：

等時帯の地図を使いながら，時差の求め方を確認させる。

評価方法：ワークシート記述，小テスト，定期テスト

（３）評価の具体例 ３

学習活動：地図帳の使い方

評価の観点：資料活用の技能・表現

評価規準：地図帳の凡例から記号の意味，色彩の違いの

意味が分かり，索引から地名の場所を探すことができる。

Ｃの生徒への手だて：

地図帳の使い方を一つ一つの項目ごとに再度確認させる。

評価方法：ワークシート記入，パフォーマンステスト，

定期テスト

（４）評価の具体例 ４

学習活動：地球儀と地図の違い

評価の観点：社会的な思考・判断

評価規準：地球儀と地図の表現方法の違いについて考察

することができる。

Ａ（「十分満足できる」状況）と判断するもの：

「面積」「角度」「距離」「方位」のうち，それらを組み合

わせた多角的な視点から違いが分かる。

Ｃの生徒への手だて：

地球儀と地図の違いを一つ一つ再度確かめさせる。

評価方法：ワークシート記述

４ 成果と課題

地理学習の最初の単元に当たって，地図帳の使い方の指

導や地球儀に親しませる活動を行ったことは，その後の学

習の定着を図るのに効果的だった。授業中，小テスト，定

期テストという３段階の評価場面を設けることで，生徒の

学習状況をより的確に把握でき，さらに高い目標に向かっ

て取り組ませることができた。世界の地理的認識を深める

ための基礎としての地球儀や地図の活用方法の工夫，資料

を基に表現する力，学習意欲の向上とＣの生徒へのさらに

きめ細やかな手だての工夫が今後の課題である。



Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

花と緑に囲まれた美しい環境の中，生徒主

体の教育活動を展開している。数学・英語の

全学年・全時間少人数指導，朝の全校読書，

宮代特別支援学校との交流や福祉ボランティ

ア活動の充実を図っている。また，埼玉県学

校歯科コンクール最優秀校を受賞している。

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 ３ ３ ９

生徒数 103 83 108 294

教員数 17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

資料活用の技能，表現力の向上と知識理解

の定着を目指した指導と評価の工夫

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

本校では，学習指導法の工夫を中心に「学

力の向上」の研究を推進してきた。しかし，

授業中の生徒の様子を見ると，「重要語句を

覚える理解」に留まっている状態であり，社

会的事象の特色や事象間の関連を理解するま

でには至っていないものと思われる。その背

景には，資料を適切に読み取る力やそれをも

とにした知識の定着が不足しているものと考

えられる。

そこで，地理的分野において基礎的・基本

的な知識や読図の技能を定着させるために

「地図活用」を中心とした学習指導の工夫・

改善を研究の中心に据えた。また，地図から

読み取れる客観的な情報をもとに，緯度・経

度から大陸や海洋の分布，時差等についての

基本的な知識を身に付けるための指導方法や

そこで提示する教材の内容についての研究に

取り組むこととした。

さらに，以上のことを踏まえて評価規準や

評価方法についての見直しを図り，指導と評

価の一体化についての研究を進めていきたい

と考えた。

○［調査研究の対象］

本校は，３年間地理的分野において資料の

活用と表現力の向上と知識理解の定着を目指

して研究を行ってきた。

１年目は，「身近な地域」を対象として取

り上げ，身近な地図資料を使って作業的な学

習や野外観察を行うなどの体験的な学習を行

った。対象をこのように設定したのは，まず，

生徒にとって身近な地域の調査・体験活動を

行うことで，生徒の興味や関心を高めやすい

こと，生徒の生活圏の学習であり，生活体験

が知識として活用できること，また，野外観

察を行うなどの体験的な学習に取り組むこと

で，生徒が意欲をもって取り組むことができ

ること，さらに，調査・観察を行いながら，

読図指導やまとめ方の方法など指導すること

で学習を進めやすいと考えたからである。

これによって，読図に関する約束事（縮尺，

地図記号，方位等）は概ね身に付いたと考え

られる。しかし，適切な課題を設定し，情報

を収集しながらまとめていくことは生徒にと

って難しいことであり，インターネット情報

をそのまま利用するといったことも多かっ

た。また，身近な地域を学習するのは，１年

生の２学期であり，研究を進めていく中で縮

尺や方位などの読図や地図帳の使い方等の基

本的な知識や技能の習得をもっと早い段階で

確実にさせておいた方が以後の地理学習を進

めていく上で有効ではないかという反省もあ

った。



そこで２年目からは，中学校の地理学習の

スタートの単元であり，また，地球儀や様々

な地図に慣れ親しみながら地理的分野の基本

的な知識や技能を習得しやすい「地球上の位

置関係と水陸の分布」という単元を対象とし

て取り組むことにした。そこでは，地図帳や

地球儀の見方や使い方，ワークシートの効果

的な活用や適切な評価問題（定期テストの作

成を含む）の作成に取り組んだ。また，Ａと

判断する規準やＣの生徒への手だてを検討し

た。

以上の１，２年目の取組を踏まえ，３年目

にも引き続き，「地球上の位置関係と水陸の

分布」の単元に取り組むこととした。この最

終年度では，生徒たちが地球儀や様々な地図

を使いこなすという点に重点を置き，その評

価に当たっても，特にＣとされた生徒への手

だてをさらに具体化していった。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

事業指定最終年度に実施した「地球上の位

置関係と水陸の分布」の単元は，地理的分野

の学習全体の導入であり，ここでの学習が以

後の地理学習の基礎になる。また，世界の地

域構成を大観させ，地球規模での位置関係を

とらえさせるための基礎的な知識や技能を身

に付けさせる段階であることから，あえて「思

考・判断」，「技能・表現」，「知識・理解」の

３つの観点を中心に評価規準を設定し「関心

・意欲・態度」の評価規準については，中項

目「ア 世界の地域構成」を構成するもう一

つの項目である「（ｲ）国々の構成と地域区分」

の中で評価することとした。

＜評価の具体例 １＞

〔学習活動〕大陸や海洋の大まかな形状と位

置関係

〔評価の観点〕社会的事象についての知識・

理解

〔評価規準〕大陸と海洋の大まかな形状と位

置関係が分かる。

〔Ａ（「十分満足できる」状況）と判断され

る規準〕

様々な表現で描かれた地図において，大

陸や海洋の位置関係を把握している。

〔Ｃの生徒への手だて〕

模式化したワークシートを用いて繰り返

し取り組ませる。

〔評価方法〕ワークシート記入，小テスト，

定期テスト

＜考察及び指導の改善＞

世界の地理的認識を深めるための基礎的

な知識として，大陸と海洋の大まかな形状

と位置関係について，地球儀と地図の表現

方法の違いから，それらの長所，短所を踏

まえての活用方法を身に付けることに重点

を置いて取り組んだ。

大陸や海洋の形状や位置関係の場面で

は，まず，地球儀を様々な角度からスケッ

チする作業を通して，地球儀上で位置関係

を把握させた後にワークシート（日本が中

心に描かれた世界地図）に地球儀を使って

調べた大陸と海洋の名称を記入させ，定着

の状況を確認した。それができていない生

徒をＣとし，個別に指導を行った。さらに，

次時の最初に小テスト（日本が中心に描か

れた世界地図の白地図に選択した語句を記

入する）を行い，定着の状況を確認し，そ

れができていない生徒はＣとし，個別に繰



り返しワークシートに取り組ませた。さら

に定期テストでは，ワークシートの問題と

ともに発展的な課題として，本初子午線と

赤道だけが引かれた白地図に大陸を貼り付

けていく作業を通して，視点を変えた位置

関係を把握させ，これができている生徒を

Ａとした。

ここでは地球儀で大陸や海洋の位置を把

握できる生徒の中に，様々な表現で描かれ

た地図を用いても大陸や海洋の位置を把握

することができる生徒が多かったことか

ら，実際の授業における地球儀の活用方法

とともに，そもそもＡとした評価規準自体

の設定の在り方については課題が残った。

＜評価の具体例 ２＞

〔学習活動〕経度・緯度，時差

〔評価の観点〕資料活用の技能・表現

〔評価規準〕経度の差を利用して簡単な時差

の計算ができる。

〔Ａ（「十分満足できる」状況）と判断され

る規準〕

二つの地点が日付変更線をはさんだ東西

にあっても時差の計算ができ，その場所の

日時が分かる。

〔Ｃの生徒への手だて〕

等時帯の地図を使いながら，時差の求め

方を確認させる。

〔評価方法〕ワークシート記述，小テスト，

定期テスト

＜考察及び指導の改善＞

世界の地域構成をとらえるための基礎的

な技能として，地球儀や地図帳の使い方，

緯度・経度を用いた地球上の位置の示し

方，経度の差を使っての時差の求め方を身

に付けさせた。経度の差から時差を求める

場面では，経度・緯度を使って地球上の位

置を表わすことができる生徒にも経度の差

（特に西（東）経―東（西）経）を利用し

ての時差の計算に課題が残った。課題解消

への手だてとして，例えば日本とニューヨ

ーク間の時差の場合には，日本から本初子

午線までの時差と本初子午線からニューヨ

ークまでの時差とに分け，それぞれを足す

ことで２点間の時差を求めることができ

る。これは同時に，経度の差を明らかにす

ることでもあり，有効な指導法ではないか

と考える。ここでも，授業中にワークシー

トの記入状況を確認し，それができていな

い生徒を把握し，個別指導の後，小テスト

で定着状況を確認した。それができていな

い生徒をＣとし，繰り返しワークシートに

取り組ませた。さらに定期テストで発展的

な課題を出題することにより，Ａの生徒を

把握した。

＜評価の具体例 ３＞

〔学習活動〕地図帳の使い方

〔評価の観点〕資料活用の技能・表現

〔評価規準〕地図帳の凡例から記号の意味や

色彩の違いの意味が分かり，索引から地名

の場所を探すことができる。



〔Ｃの生徒への手だて〕

地図帳の使い方を一つ一つの項目ごとに

再度確認させる。

〔評価方法〕ワークシート記入，パフォーマ

ンステスト，定期テスト

＜考察及び指導の改善＞

地図帳の使い方については，小学校での

既習事項であり，本来は全員ができていな

くてはならない技能であることから，Ａと

評価することはあえてせず，評価規準を満

たしている生徒は一律にＢと評価した。索

引を利用して地名を調べる作業では，パフ

ォーマンステストを行い，その定着度を確

認した。このことや凡例の意味や縮尺から

距離を測ることは，概ね満足できる状況に

あった。Ｃの生徒には，基礎的な技能の確

実な定着を図るためにも個別指導を行っ

た。

＜評価の具体例 ４＞

〔学習活動〕地球儀と地図の違い

〔評価の観点〕社会的な思考・判断

〔評価規準〕地球儀と地図の表現方法の違い

について考察することができる。

〔Ａ（「十分満足できる」状況）と判断され

る規準〕

「面積」「角度」「距離」「方位」のうち，

それらを組み合わせた多角的な視点から違

いが分かる。

〔Ｃの生徒への手だて〕

地球儀と地図の違いを一つ一つ再度確か

めさせる。

〔評価方法〕ワークシート記述

＜考察及び指導の改善＞

地球儀と地図との表現方法の違いに気付

かせる場面では，地球儀と紙テープを使っ

て２点間の方位や距離を調べたり，グリー

ンランドとオーストラリアをトレースして

両者を比較したりする活動を行うことで定

着が図られたものと考えられる。地球儀で

大陸と海洋の位置関係を把握できる生徒

は，その後の学習においても面積・角度・

距離・方位のうち二つ以上の視点で違いに

気付いている場合が多かった。このことか

らも地球儀を効果的に活用させることが世

界の地理的認識を深めさせるためには大切

であると考えられる。生徒は日常生活の中

で地球儀を活用することは少ない。また，

授業では，地球を球面として認識させるこ

とや地球儀を使う作業時間の少なさが課題

として残った。

そこで，簡易地球儀の作成を考えてみた。

作成の前段階で，大陸，海洋の名称記入と

着色をさせ，地球儀完成の段階で球体の把



握と大陸と海洋の位置関係を把握させるこ

とで，様々な視点から大陸や海洋を見るこ

とが可能となった。地球儀で位置関係が正

しく把握できる生徒は，地図上での正しい

位置関係の把握にもつながるのではないか

と考える。

３ 成果の普及と今後の展望

地理学習の最初の単元に当たって，地図帳

の使い方の指導や地球儀に親しませる活動を

行ったことは，その後の学習の定着を図るの

に効果的であった。

本単元の評価場面では，ワークシートで授

業中のＢ，Ｃを，各時間の最初に行う小テス

トで定着度を，定期テストでＡ，Ｂ，Ｃを判

断する手だてとした。このように３段階の評

価場面を設けることで，十分満足できる状況

（Ａ）を実現している生徒とＣの生徒をより

的確に把握することができ，さらに高い目標

に向かって取り組ませることや，Ｃの生徒へ

の手だてを行うことができた。

また，学習を進めるに当たって単元の目標

や単位時間の評価規準を明確にし，それを生

徒に示すことで，生徒が学習の見通しをもち

やすくなり意欲をもって学習に取り組ませる

ことができた。

しかし，世界の地理的認識を深めるための

基礎として地球儀や地図の活用方法をさらに

工夫する必要がある。またＣの生徒に対する

学習意欲の向上を含めた手だての在り方につ

いて，なお一層工夫する必要がある。これら

のことについては，来年度以降の課題とした

い。

さらに，地球儀や地図帳の活用の定着を図

るとともに，今後は地図帳等をはじめとする

諸資料を基に「表現する力」についての指導

方法にも留意していきたい。さらに，指導と

評価の一体化の視点から，ワークシートの改

善や学習形態の見直し，定期テストの改善も

図っていきたい。

研究の成果については，校内研修や各種研

修会等で発表報告をすることで研究のまとめ

とし，最終的には教科の枠を超えた全校の学

力向上に向けて貢献したいと考えている。



平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名 横浜国立大学教育人間科学部附属
ふ り が な よこはまこくりつだいがくきょういくにんげんかがくぶふぞく

横浜中学校
よこはまちゅうがっこう

校 長 名：蝶間林 利男

所 在 地：神奈川県横浜市南区大岡2－31－3

電話番号： 045-742-2281

(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 社会

≪研究主題≫

ワークシート（学習プリント）から読み取

る学力の把握とその検討

【研究の要点】

ワークシートを使う有効性

①思考・判断した内容を多数記述させる

板書事項だけでなく，学習課題を設定しそれについて思

考・判断した内容を表現させる機会を多くもつことができ

る。

②「型」を指定して表現させる

自由記述であると，何を書いてよいかわからない生徒が

いるが，結論を冒頭に書かせ，そう結論づけた理由や根拠

を書かせることによって（「～と考えた」「その根拠は○○

である」などの形式），考えたことをある程度整理して記述

させることができる。評価場面においても評価をしやすい。

効果的・効率的な評価を行うために

①小学校での学習状況の把握

他の分野でも同様であるが，殊に歴史的分野の学習にお

いて小学校での既習事項を重複して指導したり，また未習

事項であるにも関わらず評価したりすることのないように

する必要がある。

②評価場面の精選

「いつ・どこで・何を」評価すればよいかを事前に計画

する。１時間の授業だけで評価をするのではなく，単元の

中（ある程度の期間の中）で評価場面を設定する。

③評価規準の明確化

Ａ規準から規準作成をするのではなく，Ｂ規準を明確に

することが必要である。

④記録に残す評価と日常の評価の区別

記録に残す評価（要録に記載される評価）と「日常の評

価」とを意識的に区別する。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

横浜国立大学教育人間科学部の附属中学校とし

て，通常の中学校教育を行っている以外に次のよ

うな三つの特色がある。

・研究推進校として，教育上の多様な試みを行

っている。

・教育人間科学部の学生が，教育実習生として

教育活動に参加している。

・海外からの帰国生を受け入れ，適応指導及び

国際理解教育を推進している。

本校の学区は，神奈川県内で１時間程度で通

学できる地域ということになっている。生徒の

多くは横浜市及び近隣市町村に在住し，大都市

における特色が見られる。また，文化的なもの

に触れたり，習い事に通ったりする等の環境は

整っている。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

１ ２ ３ 特別支援 計

年 年 年 学 級

学級数 3 3 3 0 9

児童数 131 135 134 0 400

教員数 18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

ワークシート（学習プリント）から読み取

る学力の把握とその検討



(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

本校は学校全体の研究テーマとして「思考力・

判断力・表現力等の育成」を重点に研究をすすめ

ている。社会科としても，授業の中でも「思考力

・判断力を伴う表現力の育成と評価」ということ

を意識して授業展開を行っている。

そこで，授業で使用するワークシートに，板書

を記入するだけでなく，考えたことや資料から読

み取ったことなどを多く記入する機会を設けてい

る。このようなワークシートの記述の中から，学

習指導要領に示す目標等の実現状況を把握できな

いかと考えた。また生徒の記述について，より一

層効果的・効率的に実現状況を把握するという視

点から，教師がどのように評価を行ったのかとい

うことを分析し，その評価をもとに次の課題設定

や指導改善に役立てたいと考えている。

○［調査研究の対象］

２年間の調査研究の中で，主に歴史的分野を対

象とした。その中でも，本校の研究テーマに関連

する「社会的な思考・判断」の評価を中心とした

分析を行った。社会的事象への関心・意欲・態度

は３年生の公民的分野について，憲法の人権に関

する学習を終えたあとで記入させた「単元まとめ」

をもとに評価を行った。

学 分 内容項 具体の 評価の観点

年 野 目 単元

１ 歴 （２） 古代国 国家の形成と天皇・貴族の政治

史 古 代 ま 家と東 の展開のあらましや文化などに

的 で の 日 アジア 関する様々な資料を収集し，適

分 本 切に選択して活用するととも

野 に，追究し考察した結果をまと

めたり，説明したりしている。

（資料活用の技能・表現）

１ 歴 （４） 幕府の 江戸幕府の成立と大名統制，鎖

史 近 世 の 体制と 国政策，身分制度の確立及び農

的 日本 東アジ 村の様子を通して，幕府の政治

分 ア の特色を多面的・多角的に考察

野 している。

（社会的な思考・判断）

２ 歴 （５） 開国と 明治維新の経緯のあらましや人

史 近 現 代 明治維 々の生活の大きな変化を多面的

的 の 日 本 新 ・多角的に考察し，公正に判断

分 と世界 している。

野 （社会的な思考・判断）

３ 公 （３） 暮らし 人間の尊重についての考え方と

民 私 た ち のなか 法に対する関心を高め，それら

的 と政治 に生き を意欲的に追究し，民主的な社

分 る憲法 会生活について考えようとして

野 いる。（社会的事象への関心・

意欲・態度）

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

（１）歴史的分野

①古代までの日本

「箸墓古墳が卑弥呼の墓である説が強まった」

「卑弥呼の死亡と築造時期と一致」という新聞記

事から，それを裏付ける根拠として有用な情報を

資料集から適切に選択し，読み取ってワークシー

トに記述するという学習を行った。

この学習においては，主に「資料活用の技能・

表現」という観点を中心に評価規準を作成した。

課題に対して，資料から客観的な事実を読み取

ることができたら「おおむね満足（Ｂ）」とした。

ワークシートの内容

（課題）

邪馬台国が①畿内説②九州説の両説があるが，

畿内説が優位になった理由を探しましょう。

（できるだけたくさん）

卑弥呼の墓強まる

（神奈川新聞記事2009.5.30よ引用）

死亡と築造時期一致

▼奈良県桜井市の箸墓古墳

（以下略）



一つの事実にとどまらず，違う視点から事実を読

み取ることができれば「十分満足（Ａ）」とした。

「なぜ」「どうして」といった発問から，資料

の収集・選択・読み取り・解釈を行い，生徒自ら

が進んで課題を解決できる授業の展開を心がけて

いる。日ごろのニュースや新聞記事などから課題

を設定することで，生徒は意欲的に調べたり，考

察したりすることができると考える。

（資料１ Ｂと評価をされた生徒のワークシート例）

②近世の日本と世界

江戸幕府の政策の中でも特徴的な「鎖国政策の

是非」について，本校の研究発表会（2010.2.20）

においてグループ討議を交え，その検討を行った。

自分なりの考えを持ち，それを裏付ける資料を提

示しながら筋道を立てて提案させた。

[具体的な評価規準の例]

Ａ：①5000基以上あった古墳だが，全長200ｍ

を超えるものは40基に満たず稀少であ

ること。

②全長200ｍを超える古墳は５・６世紀に

多く，３世紀のものは稀少であること。

①・②を共に読みとっている。

Ｂ：①・②のどちらかを読みとっている。

Ｃ：根拠を読み取っていない。

１年生も後半となり，学習への関心・意欲，社

会的な見方や考え方もついてきた段階で扱う本単

元において，発展的な課題を設定し，考察させた。

なぜ鎖国が行われたのかを理解し（習得），鎖

国が我が国にあたえた影響を考察（活用）する中

で，考えが恣意的にならないように必ず資料を根

拠とさせた。

特に社会科では多面的・多角的な考察が必要

で，そのためにいくつかの客観的な事実（資料）

に基づいた思考が大切である。そうした力を見取

るのに有効であった。

課題として，インターネットから情報を収集

する際に，インターネット上の他人の考察やそれ

に基づく結論をそのまま提案をする生徒もいた。

そのためインターネットの活用については，どの

ような情報を収集させるか，その提案の中に生徒

なりの考えや，思考・判断のプロセスが存在する

かなどの検討が必要である。

③近代の日本と世界

明治政府が行った諸政策の中から，安定した政

権を築くためにもっとも早急に行うべき政策を一

つ提案し，その根拠を示すという学習を行った。

新学習指導要領には，歴史を考察する力を身に

付けさせるために「中学生にも取り組みやすい政

治面をはじめとする変革に着目し，それによって

前の時代と違うどのような特色が生まれたのかを

考察し自分の言葉で表現して，時代の転換の様子

をとらえる学習」を行うことが示されている。

[具体的な評価規準の例]

Ａ：江戸幕府の崩壊の理由を知識として習得

し，それを活用しながら明治政府の政策の

特色を考察している。

Ｂ：生徒が提案した政策の意味や意義につい

て，正しく考察している。

Ｃ：生徒が提案した政策の意味や意義がわかっ

ていない。



グループで，明治新政府が目指した国づくりに

ついて幕藩体制の問題点と比較検討させること

で，歴史を考察する力を見取ることができた。

（資料２グループ討議の様子・資料３生徒の記述

例参照）

（資料２ 個人の考えをもとに根拠を示して説明する様子）

（資料３ Ａと評価をされた生徒のワークシート記述例）

明治政府の諸政策を六つから選択させたが，記

述が多岐にわたり評価の面ではやや苦労した。効

果的・効率的な評価を行うためには，廃藩置県・

殖産興業・富国強兵などに絞ってもよいかもしれ

ない。

（２）公民的分野

一つの単元のまとまりとして，「単元まとめ」

を行っている。数時間からなる授業を自分で再構

成させている。授業で用いたワークシートや教科

書，資料集などを活用してまとめをおこなってい

く。こうした「単元まとめ」では，自分なりに「疑

問」をもったり「気付き」があったりしたことを，

記述をもとに「社会的事象に対する関心・意欲・

態度」の観点で評価をしようとした（資料３の単

元まとめのシート参照）。

資料３の生徒の記述から引用すると，「これか

ら先も”新しい人権”のようにどんどん社会に応

じて人権は変化していくのです（良い方向へ）。」

「この憲法が当たり前になったということは，社

会が良く変化していったということです。（中略）

今の社会で安心して暮らせている源の憲法に感謝

しつつも，常に理想や夢をもって過ごし，何十年
、、、

後にその人々の理想や夢が当たり前になるように
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

私たちにできることをしていきたいと考えまし
、、、、、、、、、、、、、、、、

た。」（傍点筆者）

傍点部分の記述は，曖昧で，何を意図している

のか不明確な点も存在するが，この先の政治領域

や経済領域の学習を経て，現実の社会的事象を捉

え，より具体性をもつことになるのではないかと

考えている。

[具体的な評価規準の例]

Ａ：基本的人権の意義や憲法の役割の変化な

どを歴史的背景も踏まえて考え，より良

い社会の形成に参画しようとしている。

Ｂ：基本的人権の意義や憲法の役割などにつ

いて関心をもっている。

Ｃ：基本的人権の意義や民主的な社会生活に

ついて関心をもっていない。



（資料４ Ａと評価をされた生徒の単元まとめ）

３ 成果の普及と今後の展望

これまで２年間に渡って調査研究を行ってき

た。そこで明らかにされてきたことは，以下の点

である。

まず一つ目に指摘できることは，小学校での学

習状況の把握の必要性である。中学校で学習を始

める前に，あるいは単元の学習を始める前に小学

校の学習状況を把握することである。殊に歴史的

分野においては，小学校の既習事項を再び学習し

たり，未習事項を評価対象にしてしまったりする

ことがないだろうか。よって，教師側がレディネ

スを把握しておくことが，指導を行う上でも評価

をする上でも重要であると思われる。

二つ目に，効果的・効率的に評価を行うために，

評価場面の精選を行うことである。いつ，何を，

どのように評価するかということを事前に計画し

ていおく必要があり，生徒にそのことを前もって

提示しておく必要がある。また指導をし評価を行

った後に，改めて課題や評価規準が妥当であった

かを検討し指導の改善につなげていく必要がある

だろう。また，本研究でも中心に検討をしてきた

「思考・判断」の観点の評価は，日頃の授業の一

場面だけで評価を行うことは難しいため，ある程

度長い区切りの中で適切に設定した時期に評価を

行うことが必要である。

三つ目に，評価規準（おおむね満足する状況い

わゆるＢ規準）を明確にすることである。今回の

研究で改めて，Ｂ規準を中心に考える必要性を認

識した。また，Ｂ規準を明確にできれば，それか

ら質的な高まりがあったものをＡと評価すること

も可能である（ともするとＡ規準を作成し，それ

からＢ・Ｃと規準を作成してしまうことがないで

あろうか）。指導場面においても，Ｂ規準を生徒

に提示することによって学習すべき目標や内容が

明確になると思われる。

四つ目に指摘しておきたいのは，評価といった

場合，その多くは記録に残す評価（要録に記載さ

れる評価）が念頭に置かれることが多い。しかし

前述した通り評価場面を精選していくと，生徒が

学習した成果を毎回Ａ・Ｂ・Ｃと評価するわけで

はない。単元規模などある程度の期間で評価場面

を設定するならば，その場面に至る過程の評価が

重要になる。これを本校では「日常の評価」と呼

ぶことにしている。「日常の評価」とは形成的評

価のことであり，生徒に変容を促す評価である。

よって，意識的にこの二つの評価の区別を行う必

要があると思われる。

例えば，机間指導の中で学習課題の趣旨をつか

めていない生徒に対する助言や，ワークシートに

コメントをつけて返すことなども評価（日常の評

価）だと言える。その過程を経て，最終的には記

録に残す評価へと繋がっている。そこに至る過程

の中で積極的に日常の評価を行う必要があると考

えられる。

最後に指摘しておきたいのは，表現方法に限定

を加えることの大切さである。思考・判断した内



容を表現する場合，特に中学校１年生などは，発

達段階に即した「型」に当てはめた記述をさせる

ことで，自由記述より自分の考えを表現しやすく

なり，評価も効果的・効率的に行えることがわか

ってきた。しかし，学年が上がるにつれて，より

多面的・多角的な考察を行ったり，教師が想定す

る枠組みを超えた思考や判断をすることもある。

こうした課題設定自体の妥当性についても，評価

規準と同様にさらなる検討が必要になってくるよ

うに思われる。

このように２年間研究してきた成果を踏まえ，

実際に学習した課題の改善や規準の見直し，課題

設定時期の検討などを行っていきたいと考えてい

る。資料５～７のように，本年度の本校の研究発

表会（2011.2.19）でこれまでの研究成果を一部

授業で取り入れ，提案することができた。

（資料５ 日常の評価をしている場面

2010年度本校研究表会での様子）

（資料６ 歴史的分野における中単元ごとの課題と評価の例）

（資料７ 研究発表会での提案内容のまとめ）
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