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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 技術・家庭（技術分野）

≪研究主題≫

４観点の学習特性の違いを考慮した目標等

の設定と実現状況の把握

【研究の要点】

「工夫・創造」や「関心・意欲・態度」の学習指導と学

習評価について，次の点が有効であることがわかった。

①どのような能力と態度を育成するのかを明確にした評価

規準を設定すること。

②育成するために必要となる「知識・理解」や「技能」の

指導も含め，各観点の学習特性を生かした指導過程を工

夫すること。例えば，３年間を見通した指導計画や，単

位時間の授業構成では，観点の順序性を考慮する。

③目標に適した言語活動を意図的に設定するとともに，指

導過程に沿ったワークシートの形式を工夫すること。習

得場面での「書く」と，思考・判断場面での「書く」，態

度形成場面での「書く」を区別する。

④「関心・意欲・態度」の実現状況を適切に把握するため

には，長期的な変容を「量」「質」「情意」の３段階で読

み取ること。

⑤「工夫・創造」の実現状況を適切に把握するためには，

３つの方法（「工夫・創造」のふり返り，問題解決におけ

る課題と成果の比較，ペーパーテスト）を組み合わせる

こと。

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と連携して，

教育の理論と実践の研究を行っている。学校

教育法に示された学力の要素に着目し，「知

識・技能」「能力」「態度」を関連づけて養う

授業づくりに取り組んでいる。

授業では，体験的・問題解決的な学習を積

極的に取り入れながら，学力３要素に応じた

働きかけや言語活動を取り入れ，生徒の知識

や技能を活用しながら確実に習得させ，関心

・意欲・態度や思考力・判断力・表現力等を

育てる指導法を工夫している。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

１ ２ ３ 計

年 年 年

学級数 4 4 4 12

生徒数 171 173 172 516

教員数 23名(1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

４観点の学習特性の違いを考慮した目標等

の設定と実現状況の把握

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

学習指導要領にある教科の目標を実現する

ためのポイントは，観点別学習状況における

評価の観点「関心・意欲・態度」や「工夫・

創造」の学力形成を核に，４観点の学力をバ

ランスよく育てる学習指導と学習評価を実践

することである。

一方で，全国的な調査結果等によれば，「関

心・意欲・態度」と「工夫・創造」の学習指

導と学習評価について不安を抱いている教員

が多いのが実態である。そこで本研究では，

各観点の学習特性に応じた学習指導の在り方

を整理し，具体的な評価規準の設定や，これ

に基づく具体的な学習評価の方法について整



理することにした。

○［調査研究の対象］

各年度ごとに，次の内容等を重点にして研

究を進めた。

①１年目は，各観点の学習特性に応じた学

習指導や学習評価の在り方，評価規準の

作成，４観点を有機的に関連づけた授業

構成の工夫や指導計画作成の工夫に取り

組んだ。最も観点の特性が見えやすいこ

とから，旧内容Ｂ「情報とコンピュータ」

（第１学年）を調査研究の対象とし，観

点「関心・意欲・態度」の実現状況の把

握を中心に研究を進めた。

②２年目は，観点「関心・意欲・態度」と

「工夫・創造」に着目し，「技術の適切

な評価と活用」に関する学習指導と学習

評価について重点的に研究を進めた。そ

のため，内容Ａ～Ｄのそれぞれについて

「技術の評価と活用」の学習を指導計画

に位置付け，長期的な見通しをもって実

践に取り組んだ。内容Ａ「材料と加工に

関する技術の評価と活用」（第１学年）

と内容Ｄ「情報に関する技術の評価と活

用」（第３学年）は試行授業と位置付け，

内容Ｂ「エネルギー変換に関する技術の

評価と活用」（第２学年）と，内容Ｃ「生

物育成に関する技術の評価と活用」（第

２学年）を調査研究の対象とした。

③３年目は，観点「工夫・創造」に着目し，

内容Ａ～Ｄのそれぞれについて，「設計

・計画」にあたる学習を調査研究の対象

とした。中でも内容Ｂ「エネルギー変換

に関する技術」（第２学年，動くおもち

ゃの設計），内容Ａ「材料と加工に関す

る技術」（第１学年，製作品の設計）に

重点的に取り組んだ。

④また，「関心・意欲・態度」を育てるた

めに，内容Ａ(1)「技術分野ガイダンス

（第１学年）の授業実践も，調査研究の

対象とした。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

(1) 評価規準の表記の工夫

各観点の学習特性を踏まえ，実現状況を把握

しやすいように，「関心・意欲・態度」につい

ては「～に関心をもち，～を生かして，～しよ

うとしている」という３文構成にすることで，

関心と態度が高まった姿を具体的に表した。

また「工夫・創造」は，「～するために，～

を活用し，～を考慮して，～できている」とい

う４文構造にすることで，工夫・創造する目的，

活用したい知識や技能，把握させたい状況や条

件，具体的な行動を具体的に示すことにした。

これらの工夫により，指導のねらいが明確に

なっただけでなく，学習目標がわかりやすくな

り，生徒の活動が活発になった。加えて評価の

精度も高めることができた。

(2) 「関心・意欲・態度」の実現状況の把握

この観点は，生徒が技術に対する関心を広

げたり，生活で技術を活用しようとする態度

ととらえた。そこで，調査対象とした第１学

年旧内容Ｂ「情報とコンピュータ」の題材全

体では，評価規準を「コンピュータやインタ

ーネットの特徴に関心をもち，これらを積極

的に生活に活用しようとしている」と設定し，

実現状況を，記述の変化から把握しようと考

えた。

今回の研究では，コンピュータやインター

ネットの利用例やそのしくみに対する関心の

高まりに着目し，学習を通して情報手段の活

用に対する意識を強めたり，生活で利用しよ

うとする態度を育てることを目指した。学習

評価は，学習前と学習後の記述を比較し，そ

の変化を「量の変化」「質の変化」「情意の変

化」の３段階で読みとって判断した。



図１ 学習前と学習後の記述の例

評価がＡの生徒の資料から，インターネッ

トの光と影を理解した上で，状況に応じて使

い分けたいといった，主体的な行動につなが

る記述を読み取ることができた。長期的な変

容を「量」「質」「情意」の３段階で読みとり

評価する方法は，「関心・意欲・態度」の実

現状況を簡素で客観的に把握できる方法であ

ることが分かった。

(3) 「技術の適切な評価と活用」の評価例

第２学年内容Ｂ「エネルギー変換に関する

技術の適切な評価と活用」での実践について，

内容項目Ｂ(1)ウ「エネルギー変換に関する

技術の適切な評価・活用について考えるこ

と」の実現状況を，ワークシートの記述から

読みとって評価する方法について検討した

（図２，表１）。本研究では，教科目標にも

ある「技術を適切に評価し活用する能力と態

度」について，「能力」は観点「工夫・創造」

に，「態度」は観点「関心・意欲・態度」に

対応させている。

実践では，学習指導では「能力と態度」を

同時に，学習評価では「能力」と「態度」を

個別に扱うことが適当であると分かった。

ア 「能力」の実現状況の把握

「工夫・創造」の評価規準を「生活で活用

されているエネルギー変換の技術を見極める

ため，習得した知識や技能を活用して，エネ

表１ ４段階の授業構成

分 指導事項 育成 把握

導 5 評価対象の技術への関心喚起し 知

入 ながら，習得した知識・技能を 識

思い出す。 の

展 15 評価対象の技術について，長短 確

開 を分析しながら理解を深める。 認

Ｉ

展 20 評価対象を広げ，その長短を考 能 能

開 えながら技術を評価する。 力 力

Ⅱ （自分なりのものさしをつくる） と

ま 10 自分なりに，技術の活用の仕方 態 態

と を具体化する。 度 度

め （技術活用の意思表示）

ルギー変換の効率や環境への影響などを比較

・判断して，自分なりのエネルギー変換の技

術との上手なつきあい方を導き出している」

と設定した。実現状況は，ワークシートへの

記述から，各技術のプラス・マイナスに関す

る分析の状況と，自分なりの活用の仕方を読

み取って把握しようと考えた（図３）。「評価

と活用」は，環境や産業など，一般化・社会

化した広い視点で考えるべき内容であるが，

図２ 「評価と活用」ワークシート例



発達の段階を考慮して，「あなたは『エネル

ギー変換の技術』を利用するとき，どんなこ

とを大切にしたいか」とした。

実現状況の把握は，社会や環境とのかかわ

りを展開Ⅰで理解した上で，展開Ⅱでそれを

整理し，「エネルギー変換に関する技術」に

ついて，自分なりの「ものさし」（技術を評

価し活用するための価値判断の規準）が作れ

ていれば概ね満足(B)とした。さらにその「も

のさし」が「エネルギー変換に関する技術」

全般について一般化され，これを踏まえてこ

れからの活用について記述できていれば十分

満足(A)とした。

Ａと判断した生徒の記述には，これまでに

学習した知識や経験を生かし，自分の生活を

思い出しながら，エネルギー変換に関する技

術が社会や環境に与える影響という視点から

これを評価し，プラス面を生かし，マイナス

面に配慮して活用を考えている様子が見られ

た。

イ 「態度」の実現状況の把握

「関心・意欲・態度」の評価規準を「生活

や社会，産業におけるエネルギー変換の技術

に関心をもち，エネルギー変換の技術の評価

結果を生かして，エネルギーの変換の技術を

主体的に活用しようとしている」と設定した。

実現状況は，ワークシートへの記述から，各

技術の評価結果を生かして，自分なりに技術

を活用しようとする気持ちや意思表示を読み

取って把握しようと考えた。

実現状況の把握は，エネルギー変換に関す

る技術をどう生かしたいか，技術とどう付き

合いたいかという意思表示がされていれば概

図３ Ａと判断した記述例

ね満足(B)，社会化・一般化して将来の技術

の在り方や，技術開発に目を向けた記述が見

られたら十分満足(A)とした。Ａと判断した

生徒は，評価した結果に基づき，どのように

技術を活用したいかを具体的に記述できてい

た。また，自分の生活に結びつけて，実行で

きることを考えている生徒が多かった。

(4) 設計・計画の評価例１

内容Ｂ「エネルギー変換に関する技術」に

おける設計場面（第２学年）と，内容Ａ「材

料と加工に関する技術」における設計場面（第

１学年）において，観点「工夫・創造」の実

現状況を，設計過程の思考活動の記録や，完

成した設計図から読みとって評価する方法に

ついて検討した。

エネルギー変換作品の設計学習では，内容

項目Ｂ(2)ア「製作品に必要な機能と構造を

選択し，設計ができること」の実現状況を，

設計図の記述から読みとって評価する方法に

ついて検討した（図４）。評価規準は，「目的

の動きを実現するために，学習した機構等の

知識を活用し，製作上の条件を考慮しながら，

（社会的，環境的及び経済的側面などから）

適切な機構を比較・検討し構想を具体化でき

ている」と設定した。

実現状況の把握には，大きく次の３つの視

点を設けた。

図４ エネルギー変換作品の設計例



①目的の動きに近い機構を比較・検討し選

択できているか（機構に関する既習の知

識等を活用できているか判断する）。

②設計図内の記述（言葉や図面など）から，

目的の動きを具体化できているか（目的

や条件に合うよう思考・判断し，課題解

決できているか判断する）。

③設計の学習をふり返り，機械の設計に関

する思考の道筋を身に付けているか（図

５，思考・判断の過程で新たな考え方を

身に付けているか判断する）。

実現状況は，上記①や②が達成されていれ

ば概ね満足(B)，さらに③で学習をふり返っ

た上での上手な設計の仕方や，自分なりの比

較・検討の視点が身についていれば十分満足

(A)とした。このように視点を定めたことで，

一人ひとりの学習上の課題をつかみやすくな

り，ほとんどの生徒が十分満足(A)に到達で

きるよう指導することができた。

(5) 設計・計画の評価例２

第１学年内容Ａ「材料と加工に関する技術」

における設計学習では，内容項目Ａ(3)ア「使

用目的や使用条件に即した機能と構造につい

て考えること」の実現状況を，設計を進める

ワークシートの記述や，ペーパーテストの回

答から読みとって評価する方法について検討

した。

評価規準は，発達の段階を考慮して「生活

上の問題を解決するために，設計に関する既

図５ 設計をふり返る記述の例

習事項を活用し，使用条件や製作上の条件を

踏まえ，（社会的，環境的及び経済的側面な

どから）使いやすさや丈夫さ，加工のしやす

さなどを比較・検討して，製作品やその構成

部品の適切な形状と寸法を決定できている」

と設定した。そのため，教師が提示する基本

形の本立てを，生徒自身の生活上の問題を解

決するために設計変更させることにした（図

６～９）。

実現状況の把握には，(4)と同様に次の３

つの視点を設けた。

①構想を具体化する際に，設計に関する既

習知識を活用しているか（図６）。

②使用目的や使用条件に合うよう，使いや

すさや丈夫さ，加工のしやすさなどを比

較・検討して，製作品の形状や寸法を決

定できているか（図６，図７）

③設計の学習をふり返り，製作品の設計に

関する思考の道筋を身に付けているか。

図６ 設計例① 使用目的等の具体化



実現状況は，上記①や②が達成されていれ

ば概ね満足(B)，さらに③で学習をふり返っ

た上で上手な設計の仕方や，自分なりの比較

・検討の視点を身に付けていれば十分満足

(A)とした。また，製作に必要な図をまとめ

る学習（図８）が，この過程に含まれるが，

構想をかき表すことは「生活の技能」の観点

から実現状況を把握している。

このように，実現状況を把握する視点を定

め，構想段階で何度も書き直しながら思考・

判断できるよう工夫したワークシート（観点

「工夫・創造」で学習評価）と，それをまと

めて正確にかき表すようにしたワークシート

（観点「技能」で学習評価）を分けたことで，

観点「工夫・創造」の指導意図が明確になり，

この実現状況も把握しやすくなった。

また，ほぼ全員の生徒が，図を用いて思考

・判断しながら，自身の使用目的や使用条件

図７ 設計例② 仮の木取り図

図８ 設計例③ 完成した図面（技能）

に適した形状や寸法を決定できており，十分

満足(A)であると判断できた。

(6) 成果と課題

３年間の研究で，「工夫・創造」や「関心

・意欲・態度」の学習指導と学習評価につい

て，次の点が有効であることがわかった。

①どのような能力と態度を育成するのかを

明確にした評価規準を設定すること。

②育成するために必要となる「知識・理解」

や「技能」の指導も含め，各観点の学習

特性を生かした指導過程を工夫するこ

と。例えば，３年間を見通した指導計画

や，単位時間の授業構成では，観点の順

序性を考慮する。

③目標に適した言語活動を意図的に設定す

るとともに，指導過程に沿ったワークシ

ートの形式を工夫すること。習得場面で

の「書く」と，思考・判断場面での「書

く」，態度形成場面での「書く」を区別

する。

④「関心・意欲・態度」の実現状況を適切

に把握するためには，長期的な変容を

「量」「質」「情意」の３段階で読み取る

こと。

⑤「工夫・創造」の実現状況を適切に把握

するためには，３つの方法（「工夫・創

造」のふり返り，問題解決における課題

と成果の比較，ペーパーテスト）を組み

合わせること。

３ 成果の普及と今後の展望

本研究の成果は，本校研究発表会や公開授

業研究会等を通して，具体的な授業提案と合

わせて普及を図りたい。



平成２２年度研究協議会資料≪学力の把握≫

学校名 静岡大学教育学部附属島田中学校
ふ り が な しずおかだいがくきょういくがくぶふぞくしまだちゅうがっこう

校 長 名：北 山 敦 康

所 在 地：静岡県島田市中河町１６９

電話番号：0547-35-6500

(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 技術・家庭（技術）

≪研究主題≫

持続可能な社会を構築するための能力と態

度の育成

【研究の要点】

【キーワード】

持続可能な社会 再生可能エネルギー BDF（バイオディー

ゼル燃料） 技術リテラシー 生物育成 エネルギー変換

【主題設定の理由】

私たち大人はある程度の技術リテラシーを持っているが，

現代の子どもたちは生まれた時から便利な技術に囲まれて

生活をしているため，技術に対して特に疑問や問題を持つ

ことや有効な活用について考えることは少なくなっている。

一方，現代社会では，深刻で複雑な問題が地球規模で発生

しており，それらを解決するために、今後は持続可能な社

会の構築を目指した教育が必要と言われている。生徒の技

術リテラシーを高め，技術を評価し活用する能力と態度の

育成を目指した教育は、この重要な要素であり，今回はこ

の能力と態度を育てるための題材開発と指導計画，評価規

準の作成を行った。

【研究の対象】 中学校１年生

【研究の内容】

持続可能な社会の構築を目指し，再生可能エネルギーを

自分たちで作る授業を考案した。自分で育てた作物からBDF

を作る体験を通して，生物育成の基本的な技術とエネルギ

ーを生み出す新たな技術を体験的に知り，実体験に基づい

た自分の考えを持つことができるようになることを目標と

した。

【指導の工夫と特徴】

このBDFを作る授業では，はじめにエネルギー変換の授業

を行い，化石燃料の特徴と動力を生み出すしくみを教えて

から生物育成の内容に入り，BDFを作ったら最後に再びエネ

ルギー変換の内容に戻り，化石燃料とバイオ燃料との比較

を行うなど、指導計画を工夫した。このことにより，生徒

は，植物を原動機の燃料にしたときには燃えて二酸化炭素

が排出されるが，生育の過程で取り込んだ二酸化炭素が空

気中に放出されるので地球全体の二酸化炭素の量は増えて

いないというカーボンニュートラルについて気づくことが

できた。さらに，実際のディーゼルエンジンを用意し軽油

とBDFを燃料とし動かしたときの排気ガスの比較などを行

い，体験的にその違いを理解させることもできた。また，

自分たちで作ったBDFのコストを計算し，軽油の値段との比

較を行うことにより，コストを下げる方法などを生物育成

に関わる技術面や社会的な方法論まで様々な角度から考え

させることができた。このとき，生徒の思考を深め，さら

にそれを把握する方法として有効だったことは，ワークシ

ートの形式の工夫であった。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校は，静岡大学教育学部附属学校である。

本校には併設の小学校がなく，生徒は，周辺地

区の小学校から入学試験によって選抜されて入

学してきた子どもたちである。

本校は，教育学部附属校として，次のような役

割をもっている。

・大学における教育研究の実証の場として協

力する。本校自体の教育研究の成果と実践

を広く他校に公開し，地域の教育推進のた

めに必要な役割を果たす。

・教育学部に教育実習の場を提供し，授業を

中心として，教師としての資質向上のため

の指導を行う。

このため，年に１回の研究発表会や，地域の

公立学校との交流や連携，年間６週間の教育実

習等を行っている。



２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

１ ２ ３ 計

年 年 年

学級数 3 3 3 9

生徒数 120 117 117 354

教員数 18名(1)

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

持続可能な社会を構築するための能力と態

度の育成

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

技術・家庭科技術分野（以下「技術科」）の目

標の中で「技術と社会や環境とのかかわりについ

て理解を深め」と述べられていることから，技術

科の授業を通して生徒に，技術に対する関心・意

欲を喚起するだけでなく，環境問題も含めて技術

を総合的に評価し，その活用を考えることができ

る能力の育成が求められていると考えた。

現行の学習指導要領の「栽培」の学習や新学習

指導要領の「Ｃ生物育成に関する技術」では，栽

培作物の育成に関わる授業が展開できるため，「社

会や環境とのかかわり」に関する学習，特に自然

環境とのかかわりに関する題材を取り上げること

が可能になる。そして，新学習指導要領の目標に

述べられている「技術を適切に評価し活用する能

力と態度」を育てるためには，単に栽培技術を体

験的に学習するだけでなく，環境問題に対して技

術的な視点からアプローチする授業を構成しなく

てはならない。それは，同時に，現在の生活を維

持しつつ，環境再生も目指すという持続可能な社

会の構築について技術的な視点から学ぶことでも

ある。

加えて持続可能な社会については，栽培学習だ

けの問題ではなく技術科の学習全てにおいて取り

扱うべき内容である。そのため，各学習領域にお

いて有機的につながる題材設定が望まれる。

そこで，本研究では，持続可能な社会を構築す

るための能力と態度を育成するために，バイオデ

ィーゼル燃料（BDF）を中心とした題材開発と指

導計画，及びその評価について研究した。

現行指導要領における従来の「栽培」学習にお

いて，食料生産や鑑賞用の作物を育てる授業がほ

とんどであり，バイオエタノールやBDF等の燃料

を生産する目的で行った実践に関しては, 小学校

の総合的な学習での取り組みがあるものの，中学

校技術科の授業では行われていない。本校では，

ゴマやナタネを育て搾油し，そこからBDFを作り

出し，それを用いてディーゼルエンジンを動かし

た。それによりエネルギー変換の授業から生物育

成の授業へつなげ，最後には，生物育成とエネル

ギー変換の学習へと展開できると考えたのであ

る。

○［調査研究の対象］

1年生を対象として，内容「B エネルギー変換」

と内容「C 生物育成」で調査研究を行った。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

(1)3年間を見通した題材構成の工夫

「技術を評価し活用する能力と態度」について，

題材のまとめの段階でそれに関連する発問をして

も，生徒が一面的な見方しかできていないことが

わかった。その原因としては，この能力と態度を

育てるために必要な知識や技能を生徒にあらかじ

め計画的に学習させてこなかったことが考えられ

る。さらに，生物育成を学習するときにも，必要

ならばエネルギー変換など他の内容の知識と技能

について指導していく必要があることもわかっ

た。そのため，「技術を評価し活用しようとする

能力と態度」は，いつ指導すべきなのかについて

検討し，今回は題材の導入段階からそれらに関連

する内容を意図的に配置していくことで態度が身

に付き，能力になると考えた。

この考えに基づき作成した題材の指導計画を表

１に示す。



表1:作物を育てBDFを作る題材の指導

計画（①～⑤は1年生，⑥～⑨は2年生）

学習内容 内容・項目

①技術科ガイダンス A材料加工(1)ｱｲ

②エネルギーの利用と動力 Bエネルギー(1)ｱ

③BDFの特徴 C生物育成(1)ｲ

④生物の利用と栽培計画 C生物育成(2)ｱ

⑤生物の生育条件と管理作業 C生物育成(1)ｱ

⑥収穫と脱穀作業

⑦BDFを作ろう C生物育成(1)ｲ

⑧BDFと軽油を比較する

⑨様々なエネルギー資源 Bエネルギー(1)ｳ

(2)授業例1（表1の③）

［学習活動］

生物育成の導入の授業である。この授業では，

軽油とBDFで動くエンジンを２台用意し，それぞ

れの排気ガスと燃料を観察させた。その後，「ど

ちらの燃料を使いたいのか？」という発問をし，

生徒に考えさせた。

図1 排気ガスを観察する様子

図2 軽油とBDFを観察する生徒

この授業では，排気ガスを観察した生徒からは，

「BDFの排気ガスは焼き魚の臭いがするけど，軽

油は臭い，色は，軽油の排気ガスは黒かった」な

どの意見が出された。また，BDFが植物からでき

ていることを知った生徒は，「軽油は環境に悪そ

うだが，BDFなら環境に良さそうだ。軽油は，石

油からできているので使えば無くなってしまうけ

ど，BDFは，自分たちで作ることができる。」など，

バイオマス燃料の良さに気づくことができた。

また，中にはCO に着目し，「光合成で植物に吸2

収されたCO がエンジンで燃やされて排出される2

のでCO の量は地球上では増えていないから地球2

温暖化防止に良い」とカーボンニュートラルにつ

いて気づく生徒もおり，これらに基づきこれから

のBDFの活用について考えることができていた。

［評価規準］

この授業では，軽油と比較して，環境面からの

BDFの良さを認識し，それを元にBDFの活用につい

て考えることができることを目的としており評価

規準を以下のように設定した。

・バイオマス燃料は再生可能エネルギーであるこ

とに気づき，CO の排出量など環境や社会に対2

する影響を化石燃料（軽油）と比較して考える

ことができる。【工夫】

［評価方法］

ワークシートによる記述で評価を行った。

図3 授業の発問に対しての自分の考え

図4 授業でわかったことや感想

図3は今後の社会でBDFの使用を推進すべきと回

答した生徒の記述で，「植物は何回でも子孫を残

して，バイオディーゼル燃料を作れるけど，軽油

は資源の限りがあるから。」と答えており，BDFは

再生可能エネルギーであることを踏まえて活用し

ようとしていることがわかる。



また，図4の記述からBDFのカーボンニュートラ

ルの考え方も踏まえていることもわかった。

(3)授業例2（表1の④）

［学習活動］

上記の授業後，生徒にナタネから油を絞る体験

をさせ，ナタネの種子からどのくらいの油を絞る

ことができるかを体験させた。図5，図6では，二

人で10gの種を細かくし，油を絞っている様子で

ある。生徒は，思った程油が採れないことを認識

していた。その後，各人に栽培の目的を決めさせ

た上で，ナタネの生育暦の資料を参考に，栽培計

画を立てた。

図5 ナタネをすり鉢で細かくする

図6 万力で油を絞る生徒

［評価規準］

栽培の目的に応じた計画について，以下のよう

な評価規準を設定した

・これから栽培する目的を決め，その目的に応じ

た栽培計画を立てることができる。【工夫】

［評価方法］

授業では，図7のワークシートを使用した。

図7 栽培計画のワークシート

この生徒は，栽培の目的を「BDFにしてエンジ

ンを動かす」とし，その理由として「自分で作っ

た油でエンジンが動いたらうれしい！」としてい

る。また，栽培の方法で気をつけることとして，

「食用ではないので肥料をたくさん使ってなるべ

く多く収穫したい」としている。

また，除草や病気に関することでは，「食用に

する場合は，なるべく薬を使わず自分の手で，燃

料にする場合は，薬を使っても大丈夫だけど使い

方や使う量に注意する」と書いている。

これらの記述と栽培計画から，この生徒は，栽

培の目的を明確に持ち，その目的に応じて栽培方

法を工夫していると判断できる。

(4)授業例3（表1の⑧）

［学習活動］

自分の育てた作物から，油を絞りBDFを作る題

材の最後の授業で，実際にできたBDFの単価を計

算させ，軽油と比較して非常に高価であることを

認識させた上で，単価を下げる方法を様々な視点

から考えた。生徒からは，

・機械化をする。

・物価の安いところで作ってもらう。

・工場で土を使わずに，育てる。

・肥料は有機質肥料を使う。



・BDFと化石燃料を混ぜて使う。

・油がたくさんとれる植物を見つける。

・各世帯に種をわけ，育ててもらって市役所で回

収する。

・油の採れる種を輸入する。

などの意見が出された。このように，生徒は自分

が育てた体験を踏まえて，人件費等の経済的側面，

さらには廃油を利用するシステム等の社会的側面

から栽培技術の活用について考えていた。

［評価規準］

この授業では，以下の評価規準を設定した。

・栽培技術を振り返り，社会的，環境的，経済的

側面から比較検討し適切な解決策を生み出そう

としている。【態度】

・栽培技術を振り返り，社会的，環境的，経済的

側面から比較検討し適切な解決策を生み出すこ

とができる。【工夫・創造】

［評価方法］

授業では，図8のワークシートを使用した。

図8 BDFを安くする方法を考えるワークシート

人件費を減らす方法や栽培技術に関することな

ども含め様々な方法を考えている記述から，評価

規準の一つ目にある「栽培技術を振り返り，社会

的，環境的，経済的側面から比較検討し適切な解

決策を生み出そうとしている。」という「態度」

に関する観点の評価規準を満たしていると考え

た。また，評価し活用する能力が身に付いたかを

把握するために質問1から質問4までの質問を用意

した。

○質問1

「私たちが授業で作ったBDFをもっと安く１L50

0円で買えるようにするにはどうしたらよいと考

えますか？」

この生徒は，

・ボランティアをお願いしたり，粒（種），土を

繰り返し使うなど経費削減。人件費と物価が安

く土地もある国に作ってもらって輸入する。

と答えている。

○質問2

「BDFの原料となる植物は私たちが食料として

利用するものもあります。そのため，食料の値段

が上がってしまうなどの問題が出てきます。あな

たはどのように解決していったらよいと思います

か？」

この生徒は，

・BDFを作る所と食料を作る所を分担しローテー

ションする。

という解決策を考えた。

○質問3

「地球温暖化の原因とされている二酸化炭素を

減らす方法として，以下の3つの技術を開発しよ

うとしています。あなたならどの方法を優先させ

たいと考えますか？優先する順番を選び○をつけ

なさい。また，その理由を説明しなさい。

ア CO をあまり排出しない燃料を作ること2

イ ガソリンや軽油を無駄にしない車を作ること

エ 燃料が安く買えるようにすること



この生徒は，

・燃費の良いエンジンでもCO は排出されるので，2

そのエンジンを作るより環境に良いものを作る

のが大切だと思うからアを優先すると考えた。

いくら燃料が安くても，環境に悪い物だったら

意味がないからイ→ウにした。アのようなエン

ジンができたら，そのエンジンの値段を次に優

先する。

と答えている。このように，生徒が自分なりの根

拠を持ち，ア，イ，ウそれぞれに関して比較し検

討していることから評価し活用する能力が備わっ

たと判断した。

○質問4

「あなたがトラックの運送会社の経営者だとし

たら，燃料の問題をどのように解決したいと考え

ますか？」

この生徒は，

・すべてのトラックの燃料を二酸化炭素の排出量

が少ないものにすれば，たくさん作る事になる

ので価格も安くなる。

と答えている。

それ以外にも

・渋滞を避けるために，夜のみトラックを動かす。

・アイドリングをやめる。

・一度にたくさんの荷物を積む

など様々な意見が出された。

このように，実際の社会でも問題となっている

課題について考えさせる問いは，評価し活用する

能力を評価するには有効であるとわかった。

３ 成果の普及と今後の展望

[研究の成果]

持続可能な社会を構築するために大切な，「技

術を評価し活用する能力と態度」を育てるために

は，以下の方法が有効であった。

○ 題材は，生徒や社会，学校の実態とを考慮し，

付けたい力を明確にすることによって，複数の内

容や項目を横断して組むことも可能である。一つ

の内容で題材を限定する必要は無い。

○ 技術を評価し活用する能力を育てたいときに

は，事前に系統立てた知識・理解は必ず必要であ

る。生徒は，授業で学習した知識や理解した事柄

を使って，課題を解決したり新しい考えを生み出

したりする能力が備わっていく。その過程で，意

欲や態度も育まれる。

○ 技術を評価し活用する能力や態度を育むため

には、生徒が根拠に基づき、自らの考えを明確に

示せるワークシートの形式を工夫したり，授業の

内容を元に社会における課題の解決を考えさせる

発問を工夫したりすることが有効である。

[課題]

○ 成果に上げたように，学習指導要領の複数の

内容にまたがっている題材を扱う場合に，１時間

ごとの授業の目標と評価規準を明確にすることが

難しい。適切な検討方法などについて検討する必

要がある。

○ 能力を評価している授業なのか，態度を評価

している授業なのか，区別がつきにくくなる場合

がある。適切な指導方法についてさらに検討して

いく必要がある。

[成果の普及]

○ 本校の研究発表会での公開授業と教科協議会

○ 地域の研究会での資料提供

○ 「研究のまとめ」冊子の作成と配布

○ 研究成果のＷｅｂページへの公開

○ 学会での発表



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よういくにんげんか が く ぶ ふ ぞ く

鎌倉中 学校
かまくらちゆうがつこう

校 長 名：種田 保穂

所 在 地：神奈川県鎌倉市雪ノ下3-5-10

電話番号： 0467-22-2033

(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 技術・家庭（家庭分野）

≪研究主題≫

４観点の特性を生かした目標等の設定と

実現状況の把握

【研究の要点】

１ 主題設定の理由

各観点の学習特性に応じた評価規準の作成と，これに

基づく年関指導計画及び評価計画の作成を足がかりに，

特に評価の判断が課題となっているＤ「身近な消費生活

と環境」の「関心・意欲・態度」と「工夫・創造」の観

点を中心に具体的な指導と評価の手立てを明らかにする

ことをねらいとした。

２ 研究の対象

学年： ２学年

題材： Ｄ 身近な消費生活と環境

「よく考えよう お金の使い方」（10時間）

Ｃ 衣生活・住生活の自立

「自分らしく着よう」（13時間）

３ 評価の具体例

題材名①「商品の選択」

（１）学習活動

自分の消費生活に関心をもち，生活に必要なもの

の流れについて考える学習活動とした。ものの値段の違

いについて気付き，状況や条件を考慮して商品を選択す

ることができる能力と態度を育てる授業とした。

（２）評価規準

［関心・意欲・態度］

自分の家族の消費生活について関心をもち，消費の在

り方を見直そうとしている。

［工夫・創造］

商品の選択と購入の問題を解決するために，収集・整

理した情報を活用し，利用する状況や購入するときの条

件を考慮して商品の選択を工夫している。

［技能］

物資やサービスの選択，購入及び活用について利用す

る状況や条件を考慮して，必要な情報を収集・整理する

ことができる。

（３）評価方法

・話し合い活動における思考・判断の様子（しぐさ）等，

生徒の観察，ワークシートの記述の変化

題材名②「自分らしく着よう」

（１）学習活動

既習の「消費生活」の学習を活用し，「衣生活」におけ

る場面に応じた衣服の適切な選択について考える活動。

（２）評価規準

［関心・意欲・態度］

衣服に関心をもち，状況に応じて情報を活用しようと

している。

［工夫・創造］

学習した知識や提示された情報を活用し，条件に合わ

せて，目的に合うＴシャツの選択を工夫している。

［知識・理解］

衣服の選び方のポイントを理解している。

（３）評価方法

・思考・判断の様子，ワークシートの記述

４ 成果と課題

各観点の特性を生かした働きかけを意識した発問や資料

提供をできるだけ心がけた。学年ごとに「関心」の高ま

りが見られ，実生活と比較しながら考えられる生徒が着

実に増えたことは大きな成果である。生活の中から疑問

を見付け，自分で考えたことを行動に移すことができ，

日常的に行えるようにすることは，今後も引き続き大き

な課題であると考える。



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と連携して，教

育の理論と実践の研究を行っている。学校教

育法に示された学力の要素に着目し，「知識

・技能」「能力」「態度」を関連づけて育てる

授業づくりに取り組んでいる。

授業では，体験的・問題解決的な学習を積

極的に取り入れ，習得した言語活動を充実し，

生徒の知識や技能を活用しながら，関心・意

欲・態度や思考力・判断力・表現力等を育て

る指導法を工夫している。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

１ ２ ３ 計

年 年 年

学級数 4 4 4 12

生徒数 171 173 172 516

教員数 23名(1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

４観点の特性を生かした目標等の設定と

実現状況の把握

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

各観点の特性に応じた評価規準の作成と，

これに基づく年間指導計画及び評価計画の作

成を足がかりに，｢関心・意欲・態度」を軸

に「工夫・創造」へと深められる授業づくり

を展開することをねらいとした。思考力・判

断力を育てる指導方法を工夫することで，家

庭生活をよりよくしようと実践する生徒が育

つと考える。よって研究主題を表題のように

設定し, 特に，内容Ｄ「身近な消費生活と環

境」の｢関心・意欲・態度｣と「工夫・創造」

の観点及び特性を生かした具体的な指導と評

価の手立てを明らかにすることとした。

○［調査研究の対象］

内容Ｄ「身近な消費生活と環境」を主に調

査対象とした。「生活を工夫し創造する能力」

の観点を中心に１年目は「４観点の特性の違

いを考慮した評価規準等の作成」，「３年間を

見通して段階的に各観点の学力を育てる年間

指導計画の作成」に重点をおき，２年目は，

「関心・意欲・態度」と「工夫・創造」の観

点に関する指導と評価の実践に取り組んだ。

１，２年目の調査研究を継続し，３年目では，

Ｃ「衣生活・住生活と自立」，Ｄ「身近な消

費生活と環境」の「消費生活」にかかわる内

容を中心とした項目を調査対象とした。「食

生活」や「衣生活」などの「適切な手段の選

び方」に関する授業実践から，生徒は目的や

機能よりも，自分の好みや主観を基準にして

思考･判断する傾向が強い実態が明らかにな

ったからである。したがって，生徒自身の感

覚だけでなく，学習した知識や技術を生かし，

その場の状況に合う商品を選択する力を育て

ることが必要であると考え，調査対象を設定

した。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

授業実践における評価の具体例と考察

(1)「関心・意欲・態度」の評価の具体例

【場面に応じた衣服の購入の学習】

本題材においては，自分の消費生活に関心

をもち，生活に必要なものの流れについて考

える学習活動を既に行っている。既習内容を

活用し，場面に応じた衣服の選択について,

Ｔシャツを用いて考え，商品選びを行った。

ものの値段の違いに気付き，状況や条件を考

慮して商品を選択することができる能力と態

度を養育てる授業とした。この授業では，「関

心・意欲・態度」の評価規準を, 「衣服に関

心をもち，状況に応じて情報を活用しようと

する。」とした。実現状況の評価は, 話し合

いの様子やワークシートの記述を中心に行っ



た。特に，導入では，写真や実物を提示する

ことにより, 生活体験を思い起こさせるよう

にした。短時間でも関心・意欲が喚起され,

次の展開へつなげやすくなった。ワークシー

トの記述には，生活に生かそうとする態度の

変容を読み取ることができ, Ａの割合が多か

った。下の「衣生活」に関する記述は, ３年

間継続して行っている「題材導入の感想」と

「題材終末の感想」の記述の変化を比較した

ものからの読み取りである。記述内容から量

の増加・内容の質の向上・情意的な内容の有

無の３段階で生徒の心情の育ちを読み取るこ

ととし,知識を伴う感想や, 概念の変化の記

述が見られた場合は,態度面の成長とみなし

た。

「衣生活」に関する記述

［学習前］

・衣服 ・洗濯 ・裁縫 ・アイロン

［学習後］

衣服はデザインや値段だけでなく，表示や

手入れのことなども調べて選ぶ必要がある。

※記述量が増加し，内容の質が変化し,

気持ちの変化が読み取れる。

「関心・意欲・態度」の読み取りの例

第１段階 量の増加

記載量が少しでも増えているか

↓ Ｂ

第２段階 質の向上

内容が変化しているか。

単語が文章になった。

知識が増えた等。 Ａ

↓

第３段階 情意的な内容

何らかの気持ちの変化が表れたか。

重いの膨らみや, 見方の変化, 概念

の変化があるか。

(2)「生活を工夫し創造する能力」の

評価の具体例

Ｔシャツを使った「場面に応じた衣服の購

入」の事例では，「工夫・創造」の評価規準

を「Ｔシャツの表示などの情報を活用し，目

的に合うＴシャツの選択を工夫している。」

とした。ここでは，「［夏休み］［家族と］［海］

へ行く」という場面を設定した。授業では,

実物を自分で確かめてから選ばせ, なぜ選ん

だのか理由を考えさせた。

【場面：夏休み 沖縄旅行へ行くなら・・】

［Ａと評価した記述例］

・家族旅行に行くときは楽しい気分だから

明るい雰囲気の色やデザインを重視した

ただし，品質表示も確認して通気性のい

い素材や，自分の予算にあうものを選

ぶことにした。

既製服の表示に関する知識だけでなく,場

面や状況から思考・判断している様子が読み

取れたものをＡと評価した。

このような結果が出たのは，１時間の授業

の中で，個人→集団→個人という学習形態を

工夫し，考えを共有する場面と自分なりの考

え方を整理する場面を設定するとともに，自

分の生活の見直しができるよう，学習した内

容の振り返りができる場面を設定するように

したからだと考える。

生活の中でどのくらいこのような力が育成

されているのかは，家庭環境の違いもあり判

断しにくいが，思考力・判断力を生活経験を

通して育てるきっかけとして, 長期休業中の

課題の設定を工夫するなど，検討していくこ

とが大切である。

記述例を見ると,「～したい・してみたい」

という態度につながっている様子が多くの生

徒にみられた。反面，自分でもやってみよう

という気持ちや考えが「関心・意欲・態度」，

「工夫・創造」のどちらにもとれる内容もあ

り，評価方法や各観点の見取り方に課題が残

った。これまでの調査研究から, 平成２２年



度は「生活を工夫し創造する能力」を育てる

ために,３年間の目標と評価規準を次のよう

に整理した。

１学年：場面に応じて, 目的に合う適切

なものを選択している。

２学年：課題解決のために適切なものを

選択・決定している。

３学年：適切な手段を選んで計画し，こ

れを実践している。

「生活を工夫し創造する能力」の実現状況

は, 思考・判断する活動の記述内容などを通

して読み取る必要がある。そこで，評価規準

の表記を４文構造とし，「～を考えている」「～

を工夫している」といった表現から具体的な

学習行動を示したものにした。

「工夫・創造」評価規準の４文構造

～のために（目的）

～を活用し（既習知識や経験）

～を考慮して（制約条件や状況）

～している（出力）

○ワークシートから「自分なりの考え」の

状況を読み取る

授業の終末では，ワークシートに自分なり

の考えを書かせる振り返りを行うようにし

た。その際，次のような３段階で読み取りの

判断をした。記述内容に, 習得した知識を活

用している様子が見られればＢとし, さらに

生活場面を具体的に示したり, 与えられた条

件の中で思考・判断している内容であればＡ

とした。

「関心・意欲・態度」の高まりと連動して

「自分はこうしたい」といった生活に結びつ

けて考えていたり, 試行錯誤の経験に基づい

て生活を見直し, 工夫したりしている様子か

ら「工夫・創造」の実現状況を判断すること

ができると考える。 今後も, 授業の中で,

「自分なりの考え」の読み取りができるワー

クシートの工夫や改善を行い, 適切な指導と

評価を実践していきたい。

「自分なりの考え」の読み取りの例

第１段階 知識的

習得した知識を活用して考えている

様子が読み取れる。 Ｂ

↓

第２段階 具体化

生活場面を想定し, 状況や条件を

考慮して, 論理的に思考・判断して

いる様子が読み取れる。 Ａ

↓

第３段階 社会化・一般化

思考・判断の背景に, 学習を通して

練られた価値観や「自分はこうした

い」という強い意志が読み取れる。

状況や制約条件に応じた適切な解決策を考

え,実践することを大切にし，具体的な場面

を想定した「考える」授業構成等の改善に取

り組んでいくことが必要である。

３ 成果の普及と今後の展望

本校では，これまで『「思考力・判断力・

表現力」を育てるための工夫』を研究主題と

して，公開授業研究会を行ってきたが, 新学

習指導要領を踏まえて，学力の３要素と対応

させた観点の整理などが課題となっていた。

今後も全面実施に向けて，研究を深め，公開

授業研究会や市内の技術・家庭科研究部会等

で, 研究成果を公開し, 発信できればと考え

る。また，３年間を見通した年間指導計画,

評価規準，評価計画の作成と，「関心・意欲

・態度」「工夫・創造」の育ちを読み取る具

体的な評価を今後も課題とし，「計画」「実践」

「評価」「改善」などの一連の学習過程を適

切に位置づけ, 段階を追って学習を深められ

るようにし, 生徒が習得した知識及び技術を

生活に活用できるようにする。そして, 家族

や地域社会の一員としての自覚をもって自分

の生き方を考え, 生活をよりよくしようとす

る意欲や態度を育てていきたい。



平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名 静岡大学教育学部附属島田中学校
ふ り が な しずおかだいがくきよういくがくぶふぞくしまだちゆうがつこう

校 長 名：北山 敦康

所 在 地：静岡県島田市中河町１６９

電話番号： 0547-35-6500

(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 技術・家庭（家庭分野）

≪研究主題≫

生活に生きてはたらく力を育てる学習指導

～実践的・体験的な学習を通して，生活を

よりよくする能力を育む～

【研究の要点】

実践的・体験的な学習活動を充実させることにより，

生徒が生活の自立に必要な基礎的・基本的な知識及び技

術を，実感をもって学び，確かなものとして身に付けさ

せたいと考える。また，体験によって得られる達成感，

成就感によって，生活の中で実践していこうという意欲

や期待感をもたせたい。そのために題材の構成や評価を

どのように行っていくことが効果的であるかを考え，研

究を行った。「Ａ：家族・家庭と子どもの成長」の内容の

「幼児と触れ合おう」の題材について調査を行った。

１．「幼児のおやつの役割を考えよう」の実践

(1)学習活動

・「幼児にふさわしいおやつ」についての話し合い活動

・個人テーマづくり

(2)評価規準

【関心・意欲・態度】

幼児のおやつと食生活に関心をもち，幼児のおやつに

ついて調べようとしている。

(3)考察

・幼児との触れ合い体験（会食）やおやつの実物資料，

保育園の献立表などが，生徒の意欲を高めることに効

果的であった。

・生徒の学習状況が把握できるようなワークシートの形

式や振り返りの書かせ方に改善が必要である。

２．「幼児にふさわしいおやつを計画しよう」の実践

(1)学習活動

・自分の考えたテーマ，おやつについての発表

・自分の計画の検討，修正

(2)評価規準

【関心・意欲・態度】

幼児のおやつに関心をもち，課題を主体的にとらえ，

幼児のおやつの計画と実践に取り組もうとしている。

【工夫・創造】

幼児のおやつについて課題を見付け，その解決を目指

しておやつの計画を自分なりに工夫している。

(3)考察

・自分の考えや視野を広げたり，互いに意欲を高め合う

ことに小集団での話し合い活動が効果的であった。

・生徒の思考の流れや学習状況が把握しやすいように，

アドバイスの交換に付箋紙を用いたり，計画の修正を

朱書きで書き加えさせたりした。

３．「おやつのレポートを発表しよう」の実践

(1)学習活動

・家庭実践レポートの発表

(2)評価規準

【工夫・創造】

幼児のおやつの実践の成果と課題についてまとめたり，

発表したりしている。

(3)考察

・互いの発表を聞き合い，認め合うことで達成感をもっ

た生徒が多い。

・発表会の行い方やまとめの仕方について，さらに工夫

が必要である。

４．成果と課題

３学年間を見通した全体的な指導計画や，題材の指導

と評価の計画の重要性を実感した。少ない時数の中で適

切な指導と評価を行っていくためには，指導と評価の計

画を学習指導要領に従って作成し，教師自身が目指す生

徒の姿を確実に把握しておくことが必要である。また，

適切に評価を行うためには，生徒の学習状況が把握でき

るようなワークシートの形式や記述のさせ方の工夫が必

要である。



Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校には併設の小学校がなく，生徒は，周

辺地区の小学校から入学試験によって選抜さ

れて入学してきた子どもたちである。

本校は，教育学部附属校として，次のよう

な特性をもっている。

(1)大学における教育研究の実証の場として

協力する。本校自体の教育研究の成果と

実践を広く他校に公開し，地域の教育推

進のために必要な役割を果たす。

(2)教育学部に教育実習の場を提供し，授業

を中心として，教師としての資質向上の

ための指導を行う。

これにより，年に１回の研究発表会や，地

域の公立学校との交流や連携，年間６週間の

教育実習等を行っている。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

１ ２ ３ 計

年 年 年

学級数 ３ ３ ３ ９

生徒数 120 117 117 354

教員数 18名（ 1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

生活に生きてはたらく力を育てる学習指導

～実践的・体験的な学習を通して，生活を

よりよくする能力を育む～

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

生活に生きてはたらく力とは，生活者とし

ての自覚をもって課題を見付け，解決を目指

すとともに，生活の自立に向けて基礎的・基

本的な知識や技術を身に付けたり，家族・家

庭生活についての理解を深めたりして，学ん

だことを進んで生活に生かしていこうとする

力であると考える。

自分たちにとってよりよい生活をつくって

いくためには，自分の価値観をしっかりとも

って物事の選択･判断をしたり，先の見通し

をもって物事を考えたりするとともに，生活

の中の課題を見付け出し，その解決策を考え

たり，生活の中で実行していったりする能力

が必要になってくる。それは，授業や本など

の情報から得られる知識に加え，実際の生活

体験や身に付けた技術によって，より確かな

ものになると考える。実践的・体験的な学習

活動を重視した題材構成を行うことにより，

生徒がより実感をもって知識や技術を習得

し，生活をよりよくする力を育むことを目指

し，研究主題を設定した。

○［調査研究の対象］

「Ａ：家族・家庭と子どもの成長」の内容

について調査を行った。新学習指導要領では，

Ａの(1)が第1学年の最初に履修するガイダン

スとして位置づけられ，Ａの(3)ウの「幼児

と触れ合う活動」が必修となっている。また，

Ａの(3)エは，「生活の課題と実践」として設

定されている。これらの内容をどのように題

材として構成し，授業を行っていくか，また，

どのように評価を行っていけばよいかを考

え，研究を行った。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

【３年「幼児と触れ合おう」の指導計画】

(18時間扱い)

時数 学 習 内 容

1 幼児とわたし

・自分の幼児期についてのレポートを作成

する。

2 幼児の発達と生活

3 ・幼児の体と心の発達について知る。

4 幼児と遊び



5 ・幼児の遊びと心身の発達との関わりにつ

いて考える。

6 幼児と触れ合おうⅠ

・ロールプレイングで幼児との関わり方を

8 考える。

・幼児との触れ合い体験（会食）を行う。

9 幼児のおやつについて考えよう

・幼児の生活習慣と食生活の特徴について

考える。

・幼児のおやつの役割について考える。

15 ・幼児にふさわしいおやつの計画をする。

・おやつづくりの実践（家庭実践）

・レポート発表

16 幼児と触れ合おうⅡ

・幼児との触れ合い体験（遊び）を行う。

18 ・学習のまとめを行う。

(1)「幼児のおやつについて考えよう」の実践

①「幼児のおやつの役割を考えよう」

（第10,11時間目）

幼児の生活に欠かせないおやつについて考

えることで，幼児の発達と生活の特徴を知り，

幼児についての関心を高めることを目的とし

た。また，おやつの内容や与え方を考えるこ

とで，子どもが育つ環境としての家族の役割

についても考えさせたいと考えた。

保育園で出されているおやつを実物資料と

して用意し，試食を行った。「甘くて軟らか

いお菓子」というイメージとは違うおやつを

用意し，「なぜこんなものをおやつとして食

べているのか」と生徒に疑問をもたせた。ま

た，保育園のおやつの献立表を資料として提

示した。

これらの資料をもとに，幼児にふさわしい

おやつとはどのようなものかを考えさせた。

小集団や全体で話し合う中で，幼児のおやつ

の役割や，幼児にふさわしいおやつの条件を

見付け出すことができた。また，「触れ合い

体験を行った保育園の幼児のために，おやつ

～

～

～

のメニューを考える」という課題を設定した。

実際に保育園のおやつとして採用してもらえ

るようなものを考えようと伝えることで，生

徒の関心・意欲を高めると共に，生徒にとっ

て切実で具体的な課題をもたせたいと考え

た。個人でテーマを設定し，調べ学習を行っ

た。

この場面における評価規準を以下のように

設定した。

【関心・意欲・態度】

幼児のおやつと食生活に関心をもち，幼児の

おやつについて調べようとしている。

授業中の行動の観察とワークシートから評

価を行った。授業後の生徒のワークシートの

記述の例を以下に示す。

おやつはただ甘い物だと思っていたけど，そ

うではないことがわかりました。栄養補給の

ことを考えて作られているなんて驚きました。

幼児にとって大切なものなので，頑張ってい

いおやつを考えたいです。

幼児のおやつに関心を示し，これからのおや

つづくりに対して意欲を見せている。このよ

うな状態であれば「おおむね満足できる」状

況と判断した。

幼児の食べるおやつというのは，幼児の成長

のことを第一に考えた，食べる意味のあるお

やつだと思った。私も，幼児の成長を助けて，

しかも美味しく食べてくれるようなおやつを

考えたい。お母さんに自分が幼児の頃，どん

なおやつを食べていたか聞いて調べてきたい

と思う。

この場合，下線部 のように，具体的にお

やつを考えようとしており，これからのおや

つづくりに対して意欲をもって取り組もうと

していることがわかる。また，自分の幼児期

のおやつに関心をもち，意欲的に調べようと

している。このような状態を「十分満足でき

る」状況と判断した。

【関心・意欲・態度】の実現状況が非常に



高かったのは，幼児との触れ合い体験（幼児

との会食）をもとにして課題を設定し，追究

したり，実践的・体験的な学習活動や話し合

い活動を多く行ったりしたためと思われる。

小集団での話し合い活動では，１人１人の

発言や様子を全て観察することは難しいた

め，主にその後の発表やワークシートの記述

から評価を行った。発表や記述が苦手な生徒

は状況がつかみにくい。また，ワークシート

の記述も「どのような視点で振り返りを書く

のか」ということをきちんと指示しないと，

把握したい内容が得られない場合もあり，適

切な評価が行いにくいと感じた。ワークシー

トの形式や振り返りの書かせ方に改善が必要

であると感じた。

②「幼児にふさわしいおやつを計画しよう」

＜生活の課題と実践＞ （第14時間目）

個人テーマに沿って調べたことをもとにし

て，おやつの計画をたてさせた。その後，自

分の考えたおやつを小集団で紹介しあう活動

を行った。自分の考えたテーマやおやつを紹

介し，それが「幼児にふさわしいおやつにな

っているか」ということについて話し合い活

動を行った。それによって，もう一度おやつ

の条件について振り返ったり，自分のおやつ

に対する考え方を明らかにしたりすることが

できると考えた。また，他の人の計画を聞い

たり，アドバイスをもらったりすることによ

って，自分の気付かなかった新たな視点を見

付け，考えを広げることができると考えた。

最後に，小集団や全体での話し合いをもとに

して，自分の計画の修正を行った。授業を通

して考えたことや気付いたことを生かして，

自分の計画をもう一度見直し，さらに幼児に

ふさわしいものになるように工夫するように

した。

この場面における評価規準を以下のように

設定した。

【関心・意欲・態度】

幼児のおやつに関心をもち，課題を主体的に

とらえ，幼児のおやつの計画と実践に取り組

もうとしている。

【工夫・創造】

幼児のおやつについて課題を見付け，その解

決を目指しておやつの計画を自分なりに工夫

している。

授業中の表れの観察とワークシートから評

価を行った。

特に【工夫・創造】の評価について，授業

後の生徒のワークシートの記入の例を以下に

示す。

自分でも気付いていなかった改善点を指摘し

てもらえてよかった。自分はおいしさを重視

していたために，結構主観的になっていた。

おやつの大きさについて考え直したい。

この生徒は，「おいしく，食べやすいおやつ」

というテーマであった。当初は「おいしさ」

ということのみに意識がいっていたが，話し

合い活動を行うことで，「食べやすさ」をど

う工夫するかを考え始めている。このように，

幼児の心身の発達とかかわらせて，工夫を考

えているものを「おおむね満足できる」状況

と判断した。

意外にも好評でした。チーズの分量をもう少

し考えて多くしたい。野菜も入っているけど，

みんな気付かなかったと言っていたので狙い通

りだった。小さめに作ろう思ったけど，もっと

小さい方がいいねって言われたので，切って，

フォークで食べられるようにしようかな。あと，

ケチャップでかわいく飾るのもいいと思った。

この生徒は「栄養バランスの良いおやつで，

食べる楽しみを覚えよう！」というテーマで，

ご飯を使ったピザを考えた。下線部 にあ

るように，栄養バランスを良くしようと，ご

飯でエネルギーを，野菜でビタミンを，チー



ズと鮭の中骨缶を入れてカルシウムをとれる

ように，という工夫を考えた。さらに，手で

つまんで食べられるサイズにしようと考えて

いた。また，下線部 にあるように，話し

合い活動後に仲間のアドバイスを受け，チー

ズの量を増やすことや，もっと食べやすい形

にすることを考えている。このように，複数

の視点からおやつを検討している点や，調べ

たことやアドバイスをもとに自分の考えをも

って工夫をしている点から「十分満足できる」

状況と判断した。

【工夫・創造】の実現状況が非常に高かっ

たのは，前時までのテーマ作りや調べ学習な

どの時間を充分にとった上でレシピ作りをさ

せたことで，自分の課題を意識した計画作り

や計画の見直しができていたためと思われ

る。

小集団での話し合い活動では，お互いのア

ドバイスが記述として残り，それをもとに個

人の計画の見直しができるように，付箋紙を

用いてアドバイスの交換を行った。また，ど

のようなアドバイスをもとに計画のどこを見

直したのかがわかるように，計画表に朱書き

で修正をさせたり，「アドバイスをもらって

どのようなことを考えたか，なぜそのように

修正をしたのか」を書くように指示をして感

想を記入させたりした。話し合い活動は，他

の人の考えを知ることで自分の考えや視野を

広げたり，話し合うことで自分の考えを作り

あげていったりすることに効果的であったと

考える。また，友達の頑張りを知ることで，

「自分も頑張ろう」という思いを強めたり，

自分にできることを取り入れようとしたりす

るなど，意欲を高め合うことにもつながった

と考える。

③「おやつのレポートを発表しよう」

＜生活の課題と実践＞ （第15時間目）

再検討，修正した計画に従って，家庭でお

やつづくりの実践を行った。写真を貼ったり，

家族に試食の感想を書いてもらったりして，

実践の結果をレポートにまとめた。小集団で

発表し，互いに感想を述べ合う活動を行った。

この場面における評価規準を以下のように

設定した。

【工夫・創造】

幼児のおやつの実践の成果と課題についてま

とめたり，発表したりしている。

授業中の発表の様子とレポートの内容から

評価を行った。レポートの記述の例を以下に

示す。

〔良かった点〕生地の厚さを薄めに改良した

のでカリッと香ばしくできた。砂糖を使わな

かったけど，さつまいもの自然の甘みでおい

しくできたから幼児にもいいと思う。

〔改善点〕スティック状で手軽に食べられる

が，手軽には作れなかったところ。時間がか

かったのでもうすこし簡単にできる方法を考

えたい。

この生徒は「ノンシュガーで甘い物」という

テーマで，「さつまいもスティック」という

おやつを考えた。砂糖を使わないで作ったり，

幼児が手で持って食べやすい形にしたりする

工夫を考え，それを実践してみた結果につい

て記述ができている。また，事前に考えてい

なかった調理の時間について考えることがで

きている。このような状態であれば「おおむ

ね満足できる」状況と判断した。

〔良かった点〕ピーマンを多めに入れて彩り

が出たので良かった。チーズを多めにしたの

で周りがカリッとしてチーズ感が出ておいし

くできた。鮭の骨も入っていたのでカルシウ

ムもとれて，ご飯だからお腹にもたまるもの

ができた。ピーマンを小さくしたので味も薄

まって野菜もとれて良いものができたと思う。

味が薄めだったので幼児にはぴったりかなと

思った。ご飯感覚だけどおやつ，というのも

いいかなと思った。



〔改善点〕形が丸しかなかったので，カワイ

イ形に切ったりしてもよかったかなと思う。

冷めると少ししなっとしてしまうから，そこ

をもう少し工夫して，いつでもおいしく食べ

られるのを作ってみたい。味が薄すぎると感

じる場合には，少し味付けを考えなくてはと

思う。

下線部 のように，計画で考えたことが実

践でき，その工夫について具体的に記述して

いる。また，下線部 のように，さらに工

夫したいことについても考えられており，今

までの授業で学んだことを生かし，様々な視

点から「幼児にとってふさわしいおやつだっ

たか」を記述できている。このような状態で

あれば「十分満足できる」状況であると判断

した。

小集団で互いの発表を聞き，自分とは違っ

た視点での工夫を知ることにより，幼児やお

やつについての考え方を広げることができ

た。また，家族や友達から感想をもらうこと

により，自分の実践に自信をもったり，「頑

張って良かった」という達成感を感じた生徒

も多く見られた。

小集団での発表のみで，全体での発表は行

わなかったため，１人１人の発表や，意見交

換の時間を十分にとることができた。しかし，

それぞれの取組や発表を聞いて学んだことな

どを全体に広めたり，押さえたりすることに

ついては不十分であった。発表会の行い方や

まとめの仕方について，さらに工夫が必要で

ある。また，家庭実践を行えなかったり，レ

ポートを書いてこなかったりする生徒も若干

みられた。生徒の取組や家庭の状況が様々で

ある場合，実践の行わせ方にも工夫が必要で

あると感じた。

この題材では，主にワークシートを使用し

て学習を進めたが，「個人テーマと調べ学習」

「レシピ計画表」「実践レポート」が別々の

ワークシートになってしまった。最後にワー

クシートをまとめて綴じるという作業を行

い，学習の流れが分かるようにした。今後は，

１枚のワークシートにそれぞれの学習が入る

ようにしたり，ワークシートを貼り合わせて

いったりするなど工夫をして，生徒の思考の

流れや学習状況が把握しやすくなるようなワ

ークシートの形式を検討したい。

３ 成果の普及と今後の展望

本校で毎年行われている研究発表会での公

開授業や教科協議会において，実践や研究の

成果を紹介し，普及に努めたいと考えている

３年間，本研究を行ってきて，３学年間を

見通した全体的な指導計画や，指導と評価の

計画の重要性を実感した。少ない時数の中で

適切な指導と評価を行っていくためには，指

導と評価の計画を学習指導要領に従って作成

し，教師自身が目指す生徒の姿をしっかりと

把握しておくことが必要である。また，適切

に評価を行うためには，生徒の思考の流れや

学習状況が把握できるようなワークシートの

形式や記述のさせ方の工夫が必要であると感

じた。自己評価などのワークシート以外の評

価方法については，より効果的な取り入れ方

について検討が必要であると感じる。今後も

継続して実践を積み重ねていくと共に，さら

に指導計画や評価計画の検討を行っていきた

い。
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