国立教育政策研究所平成２８年度研究指定校事業の取組
埼玉県立川越南高等学校
はじめに

春日井

優

社会・実生活との関わりを踏まえたりすることなどに

本校は、平成28年度・29年度の2年間にわたり、国立
教育政策研究所の研究指定校事業の「公募課題１

教諭

各

より、生徒に主体性を持たせたり有用性を実感させら
れたりする学習指導

教科に係る研究課題」において、普通に関す る各教科

◯

等のうち、情報（共通教科）で研究指定を受けている 。

の工夫改善と一貫性を持った形で取り組むこと。その

今年度1年間の本校における取組について報告する。

評価方法の工夫改善については、学習・指導方法

際、次に示す事項の全て又はいずれかに留意すること。
・

１

事業の概要
本章では、国立教育政策研究所の研究指定事業につ

ペーパーテストのみによらない多様な評価方法に

よる観点別学習状況の評価
・

「関心・意欲・態度」又は「思考・判断・表現」

いての概要を示す (1) 。

の観点における評価方法の工夫改善

（１） 事業における研究課題

・

「学習指導要領の趣旨を実現するための学習・指導

基礎的・基本的な知識・技能だけでなく、それら

を活用した思考力・判断力・表現力をも評価するため

方法及び評価方法の工夫改善に関する実践研究」が共

に効果的なペーパーテストの工夫改善

通の課題になっている。

◯

研究に際しては、以下の資料も参照すること。

・

「評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のため

情報（共通教科）では、「社会の情報化の進展に主体
的に対応できる能力と態度を育てるための学習・指導

の参考資料(高等学校 各共通教科)」 (平成24年3月、

方法及び評価方法の工夫・改善に関する実践的研究」

国立教育政策研究所教育課程研究センター )

が設定されている。

・

また、この課題以外にも学校全体で取り組む課題と

「総合的な学習の時間における評価方法等の工夫

改善のための参考資料(高等学校)」 (平成24年3月、国

して、伝統文化教育に関するもの、へき地の学校に関

立教育政策研究所教育課程研究センター)

するもの、論理的思考やその表現に関するもの、

・

ESD(Education for Sustainable Development: 持 続

の参考資料(高等学校 専門教科)」 (平成24年11月、国

可能な発展)教育に関するもの、校種間連携に関するも

立教育政策研究所教育課程研究センター)

のについての課題について、研究が進められている。

（４）研究指定校

「評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のため

具体的な研究課題については、指定校がそれぞれ検

平成28年度指定教育課程研究指定校事業【新規】の

討を行った上で適切な課題を設定することになってい

指定校は、すべての教科・領域で72校が指定されてい

る。

る。

（２）研究期間
平成28年度・29年度の2年間継続して研究する。
（３）実践研究の内容
研究内容について、次のことが求められる。
◯

情報（共通教科）では、神奈川県立茅ヶ崎西浜高等
学校と本校の2校が指定さ れ、公開研究授業では相 互
に授業を見学し、研究協議において授業の研究を行っ
た。

下記の各教科等の研究課題に基づいて各学校で研

また、情報（専門教科）では、秋田県立仁賀保高等

究主題を設定し、学習・指導方法及び評価方法の工夫

学校と岐阜県立岐阜各務野 高等学校の 2校が指定さ れ

改善について実践研究を行うこと。 その際、次に示す

ている。

事項の全て又はいずれかに留意して実践研究を行うこ

（５）研究協議会

と。
・

本事業による研究成果を、各学校において活用でき
基礎的な知識・技能の習得やそれらを活用して課

題を解決するための思考力・判断力・表現力等の育成
を重視した学習指導
・

他者との協働性を重視した言語活動を取り入れた

学習指導
・

学習の見通しや振り返りの活動を取り入れたり実

るようにすることを目的に、研究協議会が平成 29年2
月7日〜2月10日にかけて行われた (2) 。
このうち、情報（共通教科）および情報（専門教科）
は、2月10日（金）にビジョンセンター東京で行われ
た。
この研究協議会は、毎年実施されている。参加する

には事前申込が必要になるので、来年度以降参加を希

価やポートフォリオ評価などの議論も行われたりして

望する場合には、国立教育政策研究所の案内を確認し

いる。しかし、現状ではこのような評価方法を用いた

ていただきたい。

実践事例は、あまり多く報告されておらず、今後新た
な学習活動の評価方法として普及を図る必要がある。

２

本校における取組

（１）本校研究課題
本校では、「知識・技能を活用する問題解決型協働学
習の指導法及び評価に関する研究」と研究課題を設定
した。
現状では、下に示す4点 の課題があることから、 こ

このような理由から、本研究では知識・技能を活用
して行う問題解決型協働学習の指導と、その評価を効
果的に行うことを目標に研究主題を設定した。
（２）研究体制
本校では、研究にあたり 図1のような研究体制を 整
え、それぞれ連携を図りながら研究を進めた。

のような研究課題を設定した。
1点目として、教科の学 習において知識や技能を 習
得するだけではなく、
「どのように使うか」という思考
力・判断力・表現力の育成は、本校だけではなく、全
国的に課題となっている。その課題を解決するために、
単に知識・技能を習得する学習活動だけではなく 、知
識・技能を活用する学習活動や習得した知識・技能を
もとに探究する学習活動を行うことが求められている

図1

研究指定校事業での研究体制

ことが挙げられる。
2点目として、本校では 「情報の科学」を開講し て
おり、「情報の科学」では科目の目標として「情報と情
報技術を問題の発見と解決に効果的に活用するための

（３）1年間の主な取組
平成28年度中に、表1のような活動を通して研究に
取り組んできた。

科学的な考え方を習得させ」ることが求められ、この
ような問題解決を行うには、一つの教科内の知識を使
うだけではなく教科横断的な知識・技能が必要になっ
てくることが挙げられる。特に、
「情報の科学」で学習
する「モデル化」の考え方は、単にこれを習得する学
習活動を行うだけでなく、身近な事象や社会的な事象
を抽象化してモデル化する学習を行うことにより 、モ
デルを活用して事象を探究する学習活動に発展するこ
とができる。また、身近な事象や社会的な事象を学習
の題材にすることで、教科横断的な学習に発展するこ
とができ、他教科の学習の理解を深めることにも有用
であると考えられる。

表1

平成28年度中の研究への取組

・問題解決型協働学習の指導法・評価法についての研究
（通年）
・学習評価についての研究協議
（東京学芸大学 森本康彦准教授）（４月）
・日本情報科教育学会第９回全国大会発表
（６月）
・第９回全国高等学校情報教育研究会
全国大会（神奈川大会）発表（８月）
・学習前における事前評価の実施
（９月）
・学習評価についての研究協議
（東京学芸大学 森本康彦准教授）（１０月）
・問題解決型協働学習の授業実践
（１０月～１１月）
・教育課程研究指定校事業研究授業及び研究協議会実施
（１１月）
・学習後における事後評価の実施
（１２月〜１月）

3点目として、汎用的な 能力として 、コミュニケ ー
ションやコラボレーションの能力、ＩＣＴリテラシー
などの育成も喫緊の課題となっていることが挙げられ
る。このような能力の育成には問題解決型学習や協働
学習が有用であると考えられる。そのため、問題解決

（４）研究内容
ア

問題解決型協働学習の指導法の研究

問題解決型協働学習の指導法を検討するにあたり、
文献調査により要件を表2のように整理した (3) 。

型学習や協働学習を効果的に指導するための方法の確
立が求められる。
4点目として、知識・技能とともに思考力・判断力・
表現力や汎用的な能力の育成を図るには、ペーパーテ
ストだけではなく多様な評価方法の開発が不可欠であ

表2

問題解決型協働学習の要件

要件１：情報や情報技術の知識・技能を活用すること
要件２：社会等の問題を扱い、情報社会に参画する態度を養
うこと
要件３：社会等の問題に適用するための思考を伴うこと

ることが挙げられる。大学入学希望者学力評価テスト
（仮称）では記述式の問題による評価が検討されてい
たり、次期学習指導要領に向けて「主体的・対話的で
深い学び」を行う際の評価法としてパフォーマンス評

また、協働学習を行うに あたり、次の6点に留意 す
る必要がある。
・

生徒が複数人の班で問題に取り組むこと

・

生徒一人では難しいが、協力することで解決で

ウ

・

11月1日（火）に研究公開授業を実施

多様な視点を持てることによる問題の発見でき
るようにすること

・

11月〜12月

実施時期

きる問題を設定すること
エ

授業設計と研究内容との関係

本研究を基に授業を設計し、実践を行った。具体的

生徒が相互に連携しながら取り組む必要がある

に行ったことは、表4のとおりである。

問題にすること
・

知識や技能が不十分でも、ともに取り組むこと
により解決できるという視点を持つこと

・

生徒が班の中での責任を果たす仕掛けを考えて
おくこと

イ

問題解決型協働学習の評価法の研究

問題解決型協働学習の評価法を検討するにあたり、
次期学習指導要領に向けて検討されている評価方法 (4)
を参考に、本校の授業での評価方法について研究した。

表4

研究を基に行った授業実践

・ 問題解決型協働学習の要件を満たす授業設計
・ パフォーマンス課題「数的な検討が必要である問題に対
し、モデル化とシミュレーション行い解決法を検討しな
さい。 」によるパフォーマンス評価
・ ルーブリックによる自己評価・教師評価
・ ワークシートによるポートフォリオ評価

具体的には次のようなことを行った。
◯「問題解決型協働学習の要件を満たす授業設計」
グループ による 協働 学 習 として 、「 数的な検 討が 必

表3

検討されている多様な評価方法

「パフォーマンス評価」
知識やスキルを使いこなす（活用・応用・統合する）
ことを求めるような評価方法。
「ルーブリック」
成功の度合いを示す数レベル程度の尺度と、それぞれ
のレベルに対応するパフォーマンスの特徴を示した
記述語（評価規準）からなる評価基準表。
「ポートフォリオ評価」
児童生徒の学習過程や成果などの記録や作品を計画
的にファイル等に集積。成長過程や到達点、今後の課
題を示す。

要である問題に対し、モデル化とシミュレーション行
い解決法を検討しなさい。」という課題に取り組ませた。
これは表2に示した問題 解決型協働学習と次のよ う
に対応している。
要件１：モデル化とシミュレーション
要件２：身近な問題や社会的な問題を考える
要件３：モデル化とシミュレーションを身近な問題
や社会的な問題に活用するための思考・判
断・表現を行う
この課題に対して、生徒が実際に行った問題解決に
ついて一例を紹介する。
生徒が設 定した 問題は 、「湖に 外来 魚を数 匹放流 し
た場合の在来魚と外来魚の数の変化を調べ、在来魚 が
絶滅しそうになる対策を数的に考える」というもので
ある。対策として、外来魚のみを捕獲し数を減らすこ
とで、どのように在来魚の数が回復するかを検討する
ものである。実際の魚の繁殖力などは、わからないの
で仮定の値を設定してシミュレーションを行っている。
その関係を示したスライドを図3に示す。

図2

パフォーマンス評価とポートフォリオ評価

これらの評価方法を組み合わせて使い、授業内の教
師の役割として、次の3点を行うこととした。
・

生徒の観察による評価

・

生徒との対話による評価と指導

・

評価Ｃの生徒への支援
（評価はＡ、Ｂ、Ｃの３段階）

（５）授業実践
ア

科目名・対象学年

イ

単元名

「情報の科学」

3年生

「モデル化とシミュレーション」

図3

生徒による問題設定とシミュレーション

◯「パフォーマンス課題によるパフォーマンス評価」

オ

本研究による授業までに学習した「モデル化とシミ

授業を通しての生徒の変容

本授業実践を行う前後に、生徒自身の問題解決に関

ュレーション」の知識・理解、技能とともに思考力・

する事前・事後の自己評価をアンケートにより行った。

判断力・表現力、関心・意欲・態度を測ることができ

その結果の一部を図5・図6に示す。

るよう、パフォーマンス課題として取り組ませた。こ
のパフォーマンス課題により、生徒が活動を行うので、
その様子を観察したり、生徒との対話を通して評価し
たりすることにより、様々な観点から生徒の学習の状
況を把握することができる。
◯「ルーブリックによる自己評価・教師評価」
授業開始時に、生徒に表 5のようなルーブリック を
配布した。これを基に、生徒は学習内容や活動の状況
を自己評価でき、また教師が指導を行う際にも評価に
活用できるようにした。この評価の内容は、先に述べ
たパフォーマンス評価として、生徒の知識・理解や技

図5

思考・判断・表現に関する変化

図6

関心・意欲・態度に関する変化

能だけでなく、思考・判断・表現や関心・意欲・態度
にも対応するように設定した。
表5

授業実践で使ったルーブリック（一部抜粋）

観点
問題設定
（関心・意
欲・態 度 、思
考・判 断・表
現）
内容の
理解
（知識・理
解）
シミュレー
ション技能
（技能）

評価Ａ
自分たちで考
えた問題にシ
ミュレーショ
ン を 適 用し た

評価Ｂ
プリントの問
題の通りシミ
ュレーション
した

評価Ｃ
授業でのシミ
ュレーション
をそのまま再
現した

自分自身でモ
デル化の考え
を 理 解 し 、モ デ
ルを作成する
こ と が でき た
自分一人でも
表計算上でシ
ミュレーショ
ンをすること
ができた

他の人との意
見交換をする
こ と に より 、モ
デル化の考え
が 理 解 でき た
他の人の説明
を 参 考 にし て 、
シミュレーシ
ョンすること
ができた

グループ学習
を 行 っ ても 、モ
デル化の考え
が理解できな
かった
他の人の説明
を 聞 い ても 、シ
ミュレーショ
ンできなかっ
た

図5では、生徒は学習し た事柄を、身近な事柄や 社
会的な事象を結び付けて考えることが増えていること
を示している。また、図6では学習により自己の成 長
を感じたり、充実感を感じたりしていることがわかる。

◯「ワークシートによるポートフォリオ評価」
次のような事項が記入できるワークシートを作成し

このような学習を通して、思考・判断・表現とともに
自己肯定感を育成できることもわかった。

た。
３

公開研究授業における研究協議

・

学習前の理解度

・

問題解決の過程における思考・判断・表現

11月1日（火）に、本研究の公開研究授業を行った。

・

学習過程の再現による問題解決過程の振り返り

授業後に行われた研究協議において、参加者からの

・

生徒自身による自己の変容に対する自己評価

図4に生徒による記述の例を示す。

主な意見は次の通りであった。
●アセスメントとしての評価をプロセスの段階を経て
行わせることが必要である。
●積み上げ式の授業になっている。これこそこれまで
の学習で得た統計的な手法に対して自ら生み出した文
脈にのせて分析させている。ねらいを達成できている
のではないか。
●他グループとの情報共有をどのように仕掛けていく
のか。
●実際に集まったデータは分析しやすいデータではな
い可能性が多いので、ある程度データの調整は必要。

図4

思考・判断・表現した内容に関する生徒の記述

研究協議の最後に、国立教育政策研究所の担当官で

参照して自己評価することができるようにした。その

ある鹿野教科調査官からご指導をいただいた。その内

ことにより、学習の目標の達成に向けて生徒が学習に

容は次の通りであった。

取り組むことができ、自己評価に応じて育成すべき力

●モデル化とシミュレーションはツール、これを使っ

を育む学習活動に取り組むことができるようになった。

て何をさせるか。例えばはさみを使って何を切るかで

多くの場合に評価は「学習したことがどの程度達成で

はなく、何を作りたいかが大切である。

きたか」を測るために使われているが、ルーブリック

●まずは自分たちの身近で切実な問題におきかえて考

として生徒に評価の観点と達成度がわかるようにして

えさせてみた方がよい。

示すことにより、生徒自身が身につけるべき資質・能

●結果を通して世の中の役に立つことをやらせた方が

力を意識的に身に着けていくことができることもわか

よい。

った。

●問題を設定した、それを簡単にモデル化したもの、

今回の研究では、ワークシートを活用して学習過程

そしてさらにモデル化するなどスモールステップで書

を記録することも行った。そのことにより、教師にと

かせるとよい。

って生徒の学習状況を把握しやすくなり、学習状況に

●習ったことで解決できる問題と、習ったことで解決

応じた支援を必要なときにすることができるようにな

できない問題もある。

った。

●他のグループと関わる場面は積極的に関わらせる場

さらに、ワークシートに学習過程を記録することに

面を作っていくべき。これは教師が設定していかなけ

より、生徒が自分自身の学習を振り返り、生徒自身の

ればならない。

変容を振り返ることができるようになった。そのこと

●ワークシートとWebをどのように使い分けていくべ

により、生徒の学習に対する自己肯定感など学習に対

きか、残すものならワークシート、共有するもの なら

する意識の変容にもつながったと考えられる。

Webでやらせてみるとよい。
●生徒に過去の資料を見させてみればいかがだろうか、
生徒の視点から分かったことと先生の気づきは異なる

５

今後の課題
グループでの活動による問題解決の取組の方に学習

はずである。

の意識が向いてしまい、ルーブリックやワークシート

●生徒にワークシートに書かせることはとても大切。

を十分に活用しきれなかった。ルーブリックを使って

その評価をその場でやるのか、後日行うのか考えてや

学習状況を把握させたり、学習過程をワークシートに

るべきである。その場で消えていく記録なのか、ずっ

記録させたりすることを、意図的に行う必要がある。

と残す記録なのか考えていくべきである。

また、グループに分けることで生徒は自分自身の役
割を果たすことが求められるので、主体的に学習に取

４

研究の成果

（１）問題解決型協働学習の研究

り組むが、その反面、教師の目が十分に届かなくなり、
思考・判断・表現が十分になされていないことがある。

本研究により、問題解決型協働学習を行う際の要件

指導法を見直すことにより、深い学びになるような方

と、グループでの活動におけるねらいを整理したこと

策の検討が必要である。研 究指定校としての 2年目 に

で、授業を設計する際の要点が明確になった。これに

なる次年度にはさらに研究を深め、より効果的な指導

より、単に知識・技能を活用したり、知識・技能を基

法・評価法となるように実践を重ねていきたいと 考え

に探究したりする学習にするのではなく、授業を通し

ている。

て身に着けさせる力を明確にして授業を設計すること
ができるようになった。
また、生徒が問題解決型協働学習を通して学習する
ことにより、知識・技能が身に着くだけではなく、社
会的な事象と学習内容を結び付けるなどの思考・判
断・表現についての力や主体的に学習に取り組むとい
うような学習に向かう姿勢についても、生徒自身が向
上したと考えるように変容している。さらに 、授業で
の取り組みが生徒の学びを通して自己肯定感の向上に
つながっていることもわかった。
（２）問題解決型協働学習の評価法の研究
ルーブリックを作成して、学習の際に生徒がこれを
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