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Ⅰ はじめに

近年、児童生徒の学力に対する懸念やフリーター、ニートの増加など、次世代を担う若者

の状況に関する社会的な不安から、経済財政諮問会議が示した「経済財政運営と構造改革に

関する基本方針2005」では、次世代育成のための教育改革や人間力の強化、経済産業省が策

定する「新産業創造戦略」等を踏まえた産業人材の育成を重要な方針として示している。

また、それらに基づいた「若者の自立・挑戦のためのアクションプラン」による様々な施

、 「 （ ）」策の一環として 専門的職業人の育成をする 目指せスペシャリスト スーパー専門高校

や新しい専門教育のしくみとして期待される「日本版デュアルシステム」の研究実践が進め

、 「 」られ さらに若者の技能の一層の高度化を図ることを目指した 若年者ものづくり競技大会

が開催されるなど、若者に対する質の高い専門教育の充実が求められている。

このような社会情勢の中で、高校段階の専門教育を担う工業高校は、社会基盤の中でのそ

の存在意義や役割を、確かな実績として示していくことが必要である。

現在、本県の工業教育は、今年度まで県内の工業高校が進めた研究開発学校の研究実践や

学力向上を目指す施策として県が進めている「工業高校生ものづくりコンテスト」等の事業

をきっかけに、県内各工業高校において、指導内容の改善や資格取得指導の充実が図られ、

各種技能検定２級・３級合格者の大幅な増加や低学年での国家資格の取得を実現するなど、

様々な工夫・改善の成果が現れてきている。さらに、その指導力向上のために、教員自身が

積極的に研修し、より高度な資格を取得する機運が一層高まるなど、本県の工業教育が年々

充実し、高度な資格の取得や技能五輪全国大会への出場など、質の高い知識・技術を身に付

けた生徒が育ってきている。

しかし 多様な生徒一人一人を見てみると 生きる力 として示される幅広い学力が必ず、 、「 」

しも十分身に付いているとはいえないのが現状である。これからの社会の各場面で遭遇する

であろう様々な課題に対処できるため、生徒たちに身に付けさせるべき資質と能力(目標)を

明確にし、その目標の実現のための手立てを見直すなど、生徒個々に応じたきめ細かな指導

により、自ら学ぶ意欲やコミュニケーション能力、さらに安全に配慮できる能力や態度など

の幅広い学力を身に付けさせていかなければならないと考える。

授業改善については、評価規準やシラバスの作成、生徒による授業評価などに取り組むな

ど、各学校において研究を進めているが、４つの観点の評価規準で示された学習意欲や思考

力、表現力といった幅広い学力を育てるための手立てが、まだまだ授業の中に織り込まれて

いないというのが実情である。

そこで、本工業教育授業改善委員会では、各学校及び工業部会全体の組織力を生かして、

「 」 、指導と評価の一体化 に基づいた授業改善をより一層進めていくことが重要であると考え

学習の到達度を適切に評価するための評価規準を明確にした上で、従来の教育手法にとらわ

れず各観点の学力を身に付けさせる効果的な指導法を工夫し、その習熟の状況をどのように

把握するのかという評価の方法とその評価結果を改善に生かすための具体策を研究し実践す

ることにした。

到達目標を具体的に示し、その実現のための計画を立て、そしてそれがどれだけ実現でき

たかを把握するために評価するといったことは、何をするにしても必要な手段であり、こう

したことが今までの教育の中で明確にされてこなかったことを問い直さなければならない。

評価規準やシラバスを作成しただけにしておくのではなく、授業の改善や各学校の抱える

課題をシラバスや生徒による授業評価を活用することで解決しようと考え、研究を進めた。

今後この研究成果が活用され、先生方のたゆまぬ研究と自らを変革し結果を出していく情

熱により、本県の工業教育がより一層充実・発展することを期待している。



Ⅱ 研究の概要

１ 研究目標

生徒に実践的な技術者として求められる資質・能力を育成するため、効果的に専門分野

の指導ができる教材の開発や専門教育の手法の研究を進める。

また、その研究成果や実践事例を県内に広めるなど教育情報の共有化を図り、教員の意

識改革や授業改善に資する。

２ 研究組織

学 校 名 学 科 等 氏 名 備 考

岐南工業高等学校 教頭 戸崎 晴雄 委員長

岐南工業高等学校 建築科 中西 竜也

岐阜工業高等学校 電子科 森下 善行

大垣工業高等学校 電子機械科 三輪 照導

可児工業高等学校 電気システム科 岩佐 昌尚

多治見工業高等学校 電気システム科 河渡 祐一

中津川工業高等学校 電気科 山田 豪

高山工業高等学校 電子機械科 新家 邦男

市立関商工高等学校 建築科 澤田 善裕

学校支援課 指導主事 林 千尋 工業科担当

※上記の委員は 県高等学校教育研究会工業部会の工業教育推進特別委員会の研究委員、

を兼ね、連携して研究を進めた。

３ 研究内容

（１）研究テーマ

指導と評価の一体化を実現し、生徒一人一人の力を伸ばす授業および評価方法の研究

（２）活動の概要

ア 委員会の開催（開催日 5/30、8/22、12/1、1/25 場所 岐阜県総合教育センター）

・次の観点で、座学（６例）と実習（５例）について研究実践を進めた。

(a) 評価規準を生かした座学・実習の指導方法と評価方法の工夫

(b) シラバスを効果的に活用した授業の改善

(c) 生徒による授業評価の実践とその評価結果を授業の改善に生かす取組

(d) 評価の適切な総括の仕方

イ 座学で生徒の専門知識の理解や学習意欲の向上を図る教材・教具の新規開発

・１２テーマの教材作成とその授業実践

（３）研究成果の情報提供

、 、平成１６・１７年度同事業の研究成果のまとめとして 研究実践事例及び開発教材を

岐阜県総合教育センターのＷｅｂページ（http://www.gifu-net.ed.jp/gec/）に掲載し

た。

（４）研究の考え方

指導と評価の一体化の考え方を正しく捉えるとともに、シラバスの作成や生徒による

、 、授業評価を行うことを目的にすることのないよう 授業改善について研究委員で協議し

図１のとおり研究の考え方の本質を共通理解し、各学校での研究実践を進めた。



＜図１＞授業改善のための指導と評価の一体化イメージ図

（５）補足

本研究の内容の中に 「ルーブリック（評価指標 」という評価を活用する指導方法を、 ）

取り入れた事例がある。工業科の指導では馴染みのない考え方であるため補足する。

ルーブリックとは、評価指標を生徒とともに事前に作成し、自己評価の指標又は学習

の具体的目標として常に意識しながら活動させ、毎時間の活動日誌や自己評価カードに

指標に基づいた反省と次の目標を書かせることにより、効果的な学習ができるようにと

考えられたものである。これは評価の手段であると同時に指導の道具となる手法として

研究されているが、こうした新しい指導法・評価法を生徒の実態に合わせ研究していく

ことも大切である。

○大阪教育大学 田中博之 助教授の解説（ＨＰより引用）
「ルーブリック」とは，絶対評価のための判断基準表のことです。英語では，rubric と表記し，もとは聖書の教
典の中で教会の儀式の在り方を朱書きで示したものを意味していました。そこから，行動規範といったような意味
で使われるようになり，教育用語としては，アメリカ合衆国で1980年代からポートフォリオ評価法とともに，絶対
評価の判断基準表を意味する用語として広く使われるようになってきました。現在では，アメリカだけでなく，韓
国やオーストラリアの学校でも広く使われるようになっています。
判断基準表は，縦軸にある単元に含まれる活動内容を列挙し，横軸にそれぞれの活動で想定される評価観点と評
価規準，そしてそれらをより具体化した判断基準を整理して並べた一覧表です。最も詳しい判断基準表では，それ
ぞれの基準（Ａ・Ｂ・Ｃ）に点数（３点・２点・１点）を与えて，観点毎の合計点や単元の学習成果の総括的な点
数を算出できるように工夫したものもあります。
また，判断基準をＡ判定とＢ判定の２段階のみで一覧表に記述して，それに到達しないＣ判定については判断基
準を文章表記せずに，..Ｃ判定の児童・生徒への補充指導の在り方」を記入する方法もあります。こうした特徴を
持つルーブリックを，各学校ですべての教師が作成するようになってきたのは，特にペーパーテストでは評価しに
くい観点において，より客観的で，しかもより高い妥当性と信頼性をもちながら評価できるようにするためです。
したがって，ルーブリックには 「知識・理解」の観点だけでなく，その他の３つの評価観点で示された多様な資，
質・能力を取り上げることが大切です。

評価規準（観点別到達目標）の作成

学習指導要領の目標と内容

幅広い学力、育てたい資質･能力の明確化

座学の指導
・学習指導案の作成

・指導方法の改善
・教材、教具の工夫

「指導と評価の年間計画」作成

「単元計画」の作成

具体の評価規準の設定・評価方法の工夫

実習等の指導
・実習内容の見直し

・指導方法の工夫
・｢課題研究｣の充実

「 評 価 」

目標に準拠した評価（観点別到達度の把握）

観点別の定期考査問題等

評 定

→ ［評定］評価の総括方法
（アウトカムズ評価）

見直し

見直し 見直し

生徒の実態把握

３年間の体系化

指導内容の精選

・生徒による授業評価

→ 授業改善

シラバスの活用

→ 生徒の

学習意欲向上

生徒の自己評価

→ 自己評価能力

シラバス作成

シラバスの活用

→生徒・保護者

の信頼感

見直し 見直し
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○「わかる」授業を実現する教材の開発

・教室(座学)で活用できる教材づくりの支援

・製作に必要な経費の補助

①開発予定数 ２０テーマ程度

②開発費用 １テーマあたり

７００００円を限度,
③開発の内容 工業科目の授業(座学)で、

専門知識の理解や学習意欲

の向上を図る教材・教具

・開発した教材による授業法の研究

・授業実践事例、教材の活用法等の情報提供

○「工業教育授業改善委員会」の研究活動

・研究テーマ

「実践的な技術者を育成するための新しい

授業法と適切な評価方法の研究」

・委員構成 １０名

・開催回数 年４回

・研究内容

・幅広い学力を育てる授業法の実践研究

・生徒個々の力を伸ばす評価方法の研究

・研究成果や実践事例のＷｅｂページ掲載

・各学校での授業改善の推進

工業高校生ものづくりコンテスト

○「ものづくりコンテスト」の実施

コンテストを目標に、各学校において

技術・技能の向上を図る指導を充実する

(1) ８つの競技部門の実施

「旋盤作業 「メカトロニクス」」、

「電気工事 「電子回路組立」」、

「木材加工 「橋梁模型製作」」、

「化学分析 「デザイン」」、

「 」(2) ものづくりコンテスト運営委員会

・委員構成 各部門６名

（ ）・開催回数 年３回 内１回は大会当日

・活動内容 競技内容の検討

コンテストの運営

(3) 企業や大学等の外部講師による指導

・講師に競技の審査とともに、直接生徒

に技術的な指導や助言を受ける

・各部門 ２名

・講師の例

・高い専門性を有する大学教授

・熟練した技能をもつ名人

・社会の第一線で活躍する

企業の技術者 等

授業改善の推進

専門知識の基礎・基本
の定着や学習意欲の向
上を実現する授業改善

実践的な技術・技能を
高める実習内容の工夫
や指導法の改善

｢わかる｣ ｢できる｣

工業高校等

高等学校教育研究会 工業部会との連携

専門に関する基礎的な知
識と技術の確実な定着

産業の諸問題を主体的・
合理的に解決し工業の発
展を図る創造的・実践的
な能力と態度の育成

産業の意義や役割の理
解と職業観・勤労観の
育成

豊かな人間性や
社会性の育成

職業観・勤労観

豊かな人間性

基礎知識・技術

創造力・実践力

委員会の研究成果や実践事例等の

Ｗｅｂページによる情報提供
授業改善の推進・教材の共有化


