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１．SSHの課題に対する取り組み

1今年度の総人の学年目標とSSH全体目標（A～E）

１）総合人間科学年目標

　中学３年の学年テーマは「国際理解と平和�」である。

今年度は、特に「地球市民」をキーワードに、サブテー

マを『「地球市民」としての私たちが考える「平和」』と

して、地球市民的力量の育成を中心課題とした。

　「地球市民」とは、「地球」を人類の共通財産としてと

らえ、地球にとって何が大切かを考える「地球益」とい

う観点から考える市民のことである。さらに、国境や国

家の枠に捕らわれることなく、「地球益」を追求するとい

う使命と自分の責任と役割を果たすという意識を持つ人

を指している。こうした「地球市民」の育成を目指し、

SSHの全体目標であるサイエンス・リテラシーのを育て

ることも含めて総合人間科の学年目標を設定した。

◇学年目標

　地球市民的力量の育成科学的な歴史観（戦争観）を育

てる

・日本の戦争体験を加害・被害の双方向的な立場から理

解する。

・地域紛争や戦争を「科学的」に理解する。

・積極的平和や構造的暴力など広い視点から平和問題・

環境問題を理解する。

　「平和の構想力」を育てる平和学習主体的に平和に関わ

ることができる力

・広い視野で平和問題への興味、関心を持つ。

・調べたことを整理し表現し、相手に伝えることができ

る。

・周りの人々（級友など）を共感的に受けとめて、平和

的に問題解決ができる。

・平和的に生きることができ、「構造的暴力」がない地球

社会づくりに参加する。 

　学習主体として共同作業・グループワークの体験

・学ぶ・協力する共同体の育成

２）学年目標とSSH全体目標との関係

　学年目標の中から、特にサイエンス・リテラシーに関

わると考えられる力を抜き出して、SSH全体目標との関

連を明らかにすると以下のようになる。

・積極的平和や構造的暴力など広い視点から平和問題・

環境問題を理解する。

　→下のA～Eの力に照らすと

（A）　科学に対する知的好奇心

・調べたことを整理し表現し、相手に伝えることができ

る。

　→下のA～Eの力に照らすと

（B）　理解し・考え・発表する力

・平和的に生きることができ、構造的暴力がない地球社

会づくりに参加する。

　→下のA～Eの力に照らすと

（C　E）　C　人や社会のために学習内容を活用する力

E　自分の生き方について考える力

※SSH全体目標

A　科学に対する知的好奇心

B　理解し・考え・発表する力

C　人や社会のために学習内容を活用する力

D　大学での専門的な研究につながる学びの力

E　自分の生き方について考える力

2今年度の総合人間科の学習内容

・導入－問題提起として

　グループ学習により、『「戦争」をなくすための９の方

法』について話し合った。

　この学習により、平和学習の導入として１人とひとり

「国際理解と平和�」
「地球市民」としての私たちが考える「平和」

　第３節　中学３年生

山　田　　　孝・木　下　雅　仁
近　藤　和　雅・加　藤　容　子
石　川　久　美

【抄録】　中学３年生では、「国際理解と平和」を大テーマとして広島研究旅行に取り組んできた。例年と同じ取り組み

であるが、今年度はSSHの評価目標を取り入れて新たに「地球市民」として必要なサイエンス・リテラシーを育成す

る取り組みを行った。新たな取り組みであるので、不充分な点もあると思われるが１年間の総合人間科を通じてどの

ように生徒がこの目標に対して変容したか考察を行うことにした。
【キーワード】　「地球市民」　平和　構造的暴力　国際理解　広島　核兵器
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がどう平和に関わるべきか考える問題提起とした。授業

後に「平和」について個人として何ができるかアンケー

トを実施した。この時の１人とひとりに「何ができるか」

の考えが、これ以後の学習でどのように変化するのかを

評価の中心課題とすることにした。

・「科学的」に事実を学ぶ

　戦争体験者の方の講話や、広島学習から「戦争」につ

いての多面的な理解をすすめる。また、広島研究旅行に

おい、グループ学習で研究テーマを掘り下げたり、被爆

体験・原爆資料館等での学習、大久野島での学習から被

害体験や加害体験の両方の立場を学ぶことでさまざまな

視点があることを体感した。

　さらに、こうした「戦争」が、「構造的暴力」の存在抜

きには考えることができないことから、その理解へと発

展させて、国際理解教育にも取り組んだ。

　最終的には、１人ひとりがどのように平和構築に参加

できるか、その方法が検討できるようになることを目的

とする。ひいては、これが生き方・キャリア教育につな

がっていくとことになる。

3評価基準

　多面的に考えることができ、それが各人の行動とつな

がることができることを目的とする。

4評価手段

　導入・問題提起時のアンケートから、各取り組み後の

アンケートを分析して、最終的に各人が何かしらの行動

が提起できるようになったか評価する。

　４月のオリエンテーション時に各自が書いた文書と学

習が進む過程で書いた文書を比較して意識の深化を評価

する。「平和」についての理解の深まり、「構造的暴力」

の理解などを文章から読み取る。「構造的暴力」の背景に

ある貧困や環境破壊などの側面を科学的に考えることが

できたかどうか。さらに、主体的に行動できること。自

ら行動が提起できたか。環境問題への取り組みから、身

近な人間関係の問題まで自らの考えで行動でき、「地球

市民」としての自覚の一端でも担うことができるように

なったか評価する。

5評価に関する課題について

　「平和」についての理解の広がりを意識や態度を数値化

して評価する試みを行った。総合人間科の最初に行った

アンケート、「平和についてできること」を年度末にも実

施した。１年間の総合人間科の学習により、総合人間科

のSSH目標がどのように達成されたのか数量的に評価で

きるか試行してみた。

　この方法が、実際に役立つのかどうか今後も検証して

いくことが課題であると考えられる。

２．総合人間科の通年の取り組み

1総合人間科　授業計画

　以下の予定を立てて、総合人間科の授業を行った。

　今年度の特徴としては、SSHの評価項目を総合人間科

にも導入したことである。それにともなって、４月と２

月に同じ内容で授業を行い、その変化を評価することと

した。

　多面的に思考する取り組みとして、「戦争をなくす方

法」をダイヤモンドランキングを作成してグループで話

し合わせる取り組みである。１年の学習でどのように変

化、発展するか評価する試みでもある。

　さらに、「平和のためにできること」も４月と２月に２

回書くことにより、総合人間科のSSH評価項目がどのよ

うに変化したか、数量的にとらえる試みも行った。SSH

評価項目に関係のある取り組みは、「戦争をなくす方

法」、「貿易ゲーム」、「ひょうたん島プロジェクト」、「多

文化理解ゲーム・バーンガ」、「戦争をなくす方法再」で

ある。 
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（前期）

「戦争」をなくすための９つの方法　
平和学習

４月１５日１

総人オリエンテーション２
１５日の続き「戦争をなくす方法」の発表

４月１７日２

事前学習　斉藤さんによる戦争講話５月１５日３

広島学習
ビデオ「君はヒロシマを見たか？」鑑賞

５月２９日４

研究班決定６月１２日５

研究テーマ検討
フィールドワーク先の検討

７月３日６

アポとり・事前学習　全体９月１１日７

アポ取り・事前学習　グループ９月２５日８

（後期）

訪問先決定１０月９日９

事前学習・事前発表１０月２３日１０

広島研究旅行　フィールドワーク１１月６日１１

研究集録作り１１月２０日１２

国際理解のために
その１　貿易ゲーム

１月２２日１３
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2戦時中の様子を学ぶ

斉藤孝さんによる戦争講話

　広島研究旅行事前学習として、中学３年生と同世代の

時に名古屋で戦争を体験した斉藤孝さんのお話しを伺っ

た。自分たちと同世代の時の話であっただけに生徒にも

印象に残ったようである。

3各班の研究テーマとフィールドワーク訪問先 研究 

4平和について多面的に考える力を育てる取り組み

１）「戦争」をなくすための９つの方法

　次のA～Iの項目を、ダイヤモンド型の図にあてはめて

自分たちで順位づけをつける。あわせて、その理由も発

表する。「戦争」をなくす取り組みに順位をつけるのだ

が、それは必ずしもピラミッドのように下に行くほど理

由が多くなるわけではない。

　「戦争」をなくす方法は、必ずしも１つではなく、いろ

いろな考え方があることを理解し、自分としてどう考え

るか、自分の意見を養うことが目的である。

　また、この取り組みは、総合人間科のまとめの時期、

２月にも行い変化を見ることとした。

　さらに、「平和」について各自でできることも書かせ

た。これも、２月に同じ問いを行ってどのように変化し

たか、その変化を数量的に把握する試みも行った。この

内容については、後で報告することとする。 

中学３年生　「国際理解と平和�」　「地球市民」としての私たちが考える「平和」

担当者訪問先研究テーマ

野尻　司
さん

広島市役所
都市計画課

広島の復興A�１

水本和実
先生

広島市立大学
広島平和研究所

原爆投下後の
対応とこれから

A�２

西村   館長広島留学生会館
外国人から見
たヒロシマ

A�３

関谷   さん広島市民球場
広島復興に与
えた市民球団

A�４

羽場　博
さん

財団法人放射
線影響研究所

原爆後遺症に
ついて

A�５

角田敦彦
先生

日本赤十字病院・
広島原爆病院

放射線が人体
に与える影響

A�６

国際理解のために
その２　ひょうたん島プロジェクト

２月５日１４

多文化理解のゲーム２月１９日１５

「戦争」をなくすための９つの方法再２月２６日１６

「平和」のためにできること３月５日１７

まとめ・感想文３月１２日１８

稲葉   先生
広島大学原爆放射
線医科学研究所

原爆被害者へ
の治療法

B�１

松尾   先生
広島大学平和科
学研究センター

広島の復興B�２

松永   さん袋町小学校
原爆と子ども
たち

B�３

所長
浅井   先生

広島市立大学
広島平和研究所

ヒロシマとその後の
核開発・核軍縮

B�４

橋本   さんNHK広島放送局原子爆弾の威力B�５

田邊雅章
さん

ナック映像
センター

原爆が広島に
残した傷あと

B�６
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・組み合わせる項目

Ａ　「反戦」や「平和」を訴えるデモやイベントを実施

する

Ｂ　国際問題の平和的解決に向けて努力するよう、日

本の政治家にはたらきかける

Ｃ　マスコミを通じて、多くの人に平和の大切さを訴

える

Ｄ　自国の軍事力を強化する

Ｅ　貧しい国に対する食糧、医薬品、教育などの援助

を行う

Ｆ　「戦争」や「平和」について、身近にいる人たちと

話す

Ｇ　国際交流の活動を推進し、外国人と友だちになる

Ｈ　紛争の当事国（となりそうな国）の元首に、問題

の平和的解決に向けて努力するよう、はたらきか

ける

Ｉ　子どもたちを対象とした「平和教育」を推進する

　中学３年の総合人間科を開始した４月の時点では、ラ

ンキングを考えてもなぜそうなっかたについての説明は

あまりうまくできなかった。これが、事前学習や広島研

究旅行・事後学習を経て行った２月の発表では、学習し

た内容をふまえて、自分たちの言葉でランキングを説明

できるようになった。

　４月から２月にかけて、ランキングの内容がどのよう

に変化したかを詳しく分析するには、時間の関係で行う

ことができなかった。

　事前と事後の変化については、資料として章末に紹介

しておく。

5国際理解を深める取り組み　貿易ゲーム

☆ABC国３（先進国）　DEFG国４（発展途上国）

　HIJK国４（後発発展途上国　最貧国）　世界銀行１

☆作業見本

１）貿易ゲームの取り組み

　国際貿易の仕組みや、国際間における貿易格差の仕組

みを体験的に理解するために、貿易ゲームを行った。

「戦争」が貧困を原因として起こるならば、貧困が生じ

る仕組みを理解する必要があると考えられる。

　上記のように、２クラス８０人を１２グループにわけてそ

れぞれ、くじで配布物を決定した。配布物は、表の中に

あるように最初から格差が生じるように仕組んでおい

た。HKJの後発発展途上国にあたると生産自体が困難な

ことがわかるようになっている。配布された資源をでき

るだけ有効に使って、作業見本の品物をたくさん作り、

多く稼いだチームが勝ちとなる。実際に発展途上国とな

ると相当な苦戦を強いられたようである。次の感想から

もその苦労かをうかがい知ることができる。

　現実の世界は、ゲームのように簡単ではないが、今日
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世界銀行HIJK国４DEFG国４ABC国３

鉛筆    １定規    １ハサミ  ２～３

作戦指令書紙     ５紙     １０定規    １

小切手銀行券   ５銀行券   １０分度器   １

シールシール三角定規  １

製作見本製作見本コンパス  １

（ハサミ  １）鉛筆    ２

紙     １

銀行券   ２０

製作見本
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のような発展途上国の「貧困」がどのように生み出され

ているのか、その苦しみの一端でも理解できたのではな

いだろうか。これにより、「平和」には貧困対策も必要だ

ということに気づいたグループもあった。

２）貿易ゲームの感想

・「最初にハサミ・カッターなどがなくて困りました。先

生の『○分だけ』という借り方もあるとのアドバイス

でやっとハサミを借りることができたのに！半円が値

下がりというなんともピンチな状態になり・・・なん

ともヒドイ世界だと思いました。シンプルなゲーム

だったけれど、シビアな世界を感じました。」

・「資源はとても多くあったが、鉛筆やコンパスはな

かったため、最初は何からやり始めればよいのかわか

らなかった。そこで思いついたのが、コンパス類をた

くさんもっているグループと同盟を結ぶことだ。我な

がらいいアイデアだと思ったが、交渉した結果、あっ

さり断られた。世の中甘くないんだな。普段みんなや

さしいのに、今回のゲームではお金がからんでいたか

らか、みんなおそろしかった。考えが甘かった。」

・「最初に封筒を開けたとき、道具がいっぱい入ってい

て、びっくりした。いろんな国の人が『お金と交換し

て！』や『５分だけ貸してください。』と言ってきて、な

んだか気分良かった。反省する点は、道具はそろって

いたのに、円を作るのが遅かった、というところ。ま

た、貧しい（？）といっていた国に情でハサミを貸し

てしまったのが、まずかったかなと思った。でも、裕

福な国が貧しい国を支援するような感じで貸していた

ので、しょうがないと思う。全体的にはとても面白

かった。」

・「人間は目の前に利益があると、理性や道徳心がなく

なってしまうということを身をもって体験し、悲し

かった。世界は不条理なことがたくさんある。」

・「同情して道具をあげたら、自分のグループの能率が

上がらなかった。ゲームだから、利益だけを求めず

に、他のグループに同情したけど、本当の国（会社）

だったら、そういうわけにもいかないと思った。値段

が上がったり下がったりしたときは『何で？』と思っ

たけど、改めて考えてみたら、需要と供給で、納得が

いった。」

・「最初にもらった物が紙と少しのお金しかなかったか

ら、本当にどうすればよいのかわからなかった。ハサ

ミを手に入れるのに必死だった。何していいかわから

なかった。すごく焦った。冷静に交渉した方が良い。

世界の貧しい国の気持ちが少しだけ分かった。」

・「世界は平等ではないこと。人材は重要であることが

分かった。」

・「他の国の状況（何を持っていて、何を必要としている

か）をしっかりと把握することが大切だと思った。」

・「何もない国は本当に何もできない。銀行はもっと発

展途上国を支援すべきだ。」

・「みんな怖かったです。お金がからむとみんな怖くな

るということがわかりました。この戦いがひどくなっ

ていくと、争いになると思いました。」

・「同じグループの皆が生産役や出回り役にうまく分か

れ、たくさん働いてくれたので嬉しかったし、楽し

かったです。このゲームを通して現実の世界のことを

考えてみると、世界はとても複雑に結ばれていると実

感しました。」

6変化を読み取る

１）生徒の変容から総合人間科の目標を評価する

　生徒の質的な変化を読み取るために、研究旅行の感想

を分析して、変化があったと思われるところを見てみる

ことにした。

・今年の研究旅行も、去年までと同じ広島だった。だか

らといって不満ではなかった。逆にとても充実していた。

まず、宮島に寄った後、平和記念資料館に行った。思

わず目をそむけたくなる写真も多くあった。しかし、

過去にあった出来事は忘れてはいけない。過去を知っ

た上で、初めて平和が成り立つと思う。

夕食後、被爆体験者講話も、聞きたくないことがあっ

た。それでも体験者が減っていることと未来に伝えな

ければならないという使命感を持って聞いた。

戦争は被害者だけではなく、加害者の立場もある。２

日目にそれを思い知らされた。大久野島での毒ガス資

料館。原爆の被害だけが取り上げられる中、それと同

じかそれ以上の被害を日本が与えていた。

人が人を殺す戦争は絶対にやってはいけないことだ。

殺すだけでなく、それ以上の苦しみを何十年も先に残

す。これから戦争を引き起こさないために、過去の戦

争を伝え、平和の大切さを広げる努力をしていくべき

だと思った。

・「平和とはなんだろうか」

中学３年生　「国際理解と平和�」　「地球市民」としての私たちが考える「平和」
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この研究旅行の間私がずっと考えていたことだ。

私がまだ戦争について深く知らなかったころは、『平

和はいいもの』『戦争はよくないもの』というとても単

純な意見を理解だと思っていた。しかし今思えば理解

とはほど遠いものだったと思う。

広島に行って、被害者である日本と加害者である日本

を見て聞いた。どちらもすごく衝撃的だった。

６３年前に終わった戦争で今も苦しんでいる人たちがた

くさんいる。原爆の後遺症にも苦しんでいる。日本の

戦争はまだ終わっていない。

世界にはまだ戦争がある。ニュースや番組などで私た

ちはそれを目にする。昔読んだ本に「平和ボケした私

たちが平和を認識するには戦争が必要だ」と書いて

あった。嫌な意見だと思った。でも完全に否定もでき

ないと思った。本の作者は戦争を体験してない世代の

人間だった。

私は戦争を体験していない。私には平和が何なのかよ

く分からない。

戦争を体験していない私たちが平和を理解することは

できないと思う。私たちにできることは考えることぐ

らいだと思う。だから考えて、考えて、一番自分の満

足できる答えが出せればいいと思う。

・今こうして旅行から帰ってきてみてまず思うのは、事

前学習で「信じられない」と思ったことや何か遠いこ

とのように感じていたことが自分に迫ってきた旅行

だったなということです。

その中でも得に印象的だったものの一つは被爆された

方の講話です。起こった事実だけでなく、そのとき感

じたことやその場のにおい、傷の痛みなど思い出した

くなかったことだと思うがとても細かく話してくださ

いました。「今では、アメリカがにくいということは

なく、投下された直後に見た光景を二度と世界中の誰

にも見せたくない、あのとき見た人々のような死に方

をしてほしくない、という気持ちが強いです。だから

皆さん、自分の命を大切にしてください。」とおっ

しゃったていたことがとても心に残っています。

もう一つ印象的だったものは毒ガスの講話と資料館の

見学です。原爆のことはたくさんの人から聞いていた

ので覚悟して行ったのですが、多久野島については行

くまでほとんど知りませんでした。講話の中で、「日

本人は広島と長崎についてはたくさん知っているのに

同じように無差別に人を殺してきた毒ガス兵器を作っ

ていたということはほとんどの人が知らない。」という

お話があって、毒ガスの被害に苦しむたくさんの人々

の写真を見ながら、本当にその通りだと思いました。

ここで見た写真が、この旅行の中で一番衝撃的で

ショックでした。

私は今回の研究旅行を経て、まず戦争の悲惨な状況を

現実のものとして受け止め、加害者、被害者、子ども、

大人などさまざまな立場に立って考えることができた

と思います。数え切れない被害者の一人一人それぞれ

に人生があったということを決して忘れてはならない

と旅行すべてを通して心から思いました。

・（前略）２日目は、FWに行った。お話を聞いた水元さ

んはとても優しい方で、核兵器など、知っていること

はもちろん、「内部被爆」という言葉など聞いたことが

なかった言葉まで教えてくださった。その中でも印象

的に残ったのは、「平和とは、異なる悲惨な体験を持つ

人間どうしが痛みを共有することが平和を創り出すた

めに必要だ」とおっしゃっていたことだった。

その後、大久野島で「加害者の日本」を学んだ。当時

そこでは使用を禁止されていた毒ガスを作り、その毒

ガスで９万人もの人を傷つけたという事を知った。さ

らに６３年前に作られた毒ガスが今でも人を殺すという

事実を知り、非常に驚いた。

この３日間で、僕は計り知れないほどの事実を知り、

悲しみ、怒り、驚きを抱いた。“No More Hiroshima”

ということはよく聞くが、日本では沖縄、海外では中

国の南京大虐殺でも同じようにたくさんの人が殺され

ている。確かに、広島、長崎は世界唯一の被爆地だが、

それと同じような出来事が世界中のあちこちで起きて

いる。それを共有してこそ初めて訪れる『平和』だと思う。

・「何かできることをしなければならない」

今回の研究旅行で幾度となく聴いた言葉だ。被爆体験

者講話で、フィールドワーク先で、大久野島で。では、

その「何か」たおは何なのだろうか。

被爆体験者講話では、川本さんのお話を伺った。この

方は実際に被爆したわけではなく、当時は疎開されて

いたそうだ。しかし原子爆弾によって孤独の身となっ

てしまった。弱い立場の下級生は上級生がいる中で食

べ物にありつけず、多くが餓死していった。そんな中

でも、見ているだけで何もできないという状況だった
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そうで。僕はその話しを聞いている中で混沌とした感

情を覚えた。戦争への憎しみ、恐怖、そして衝撃。大

久野島での講話も同じような感覚だった。それと同時

に自分は戦争の歴史や平和への道のりに対してまだま

だ無知であると気づいた。平和のためには知るという

ことが欠かせないと思う。戦争の恐ろしさを真の意味

で分かっていれば、戦争を望むことはないだろう。も

う一つのテーマである国際理解も、思想、宗教、歴史、

文化をお互いに知り合うことで初めて成り立つもの

だ。お互いに理解し合っていれば、争いを防ぐ確率も

高くなるはずだ。

過去を見て反省せよ、しかしそれを後悔するより未来

へ向けて前進せよ。どこかでこんな言葉を聞いた。

「何か」をするためには、過去、現実をしっかりと知

ることが必要だと思う。そして、それを基に未来へ向

けて行動していこうと思う。今の僕ができる「何か」

は自分で調べ、より深く知ること。知ったことについ

て誰かと話し合うこと。常に平和を求め続けること。

その積み重ねだ。

２）生徒の記述の変化を数量化して評価する

　４月に実施した、「平和な世界とは、どんな世界か」と

「平和な世界を実現するために、自分のできること」を２

月にも実施して、その変化からSSH評価項目、特に「広

い視野で平和問題への興味、関心」を持ち、「平和的に生

きることができ、構造的暴力がない地球社会づくりに参

加する」がどのように効果があったか分析を試みた。

　生徒の書いた文章を分析して、平和に対して「他には

たらきかける」記述があれば２と分類し、「自分だけの取

り組み、自分で学ぶ考えるだけ」としたものは１として、

特に「『平和』については、書いてあるが、自分の行動に

ついて書かれていないもの」は０として分類した。

　例えば、４月に

「私１人がどうしたからと言って、何も変化はしな

いだろうと思う。けれど、たくさんの人が力を合わ

せてやれば、『平和』への一歩が少しでも進んでくれ

るだろうと願っている。」

「平和」な世界なんて夢のようだけど、実現したらい

いなと思う。

「『平和』といわれても、あまりにも大きすぎて、ど

のように考えていいかよくわからない。まずは、考

えることだけでもいいのかなと思った。」

などは、１と分類した。

　また、

「みんなで協力したり、理解し合わなければ、１人で

は生きていけないものであるということが少しわ

かった気がする。その上で、自分とはどのような人

間なのかなどやこれからの自分の人間形成なども考

えていきたいと思った。」

「伝えることには、努力や苦痛が伴うこともあるの

だ。しかし、それに負けて「平和」の大切さを「人

間」に伝えることを怠れば、その感情は薄れ、つい

には消えてしまうだろう。したがって「伝える」こ

とが大事なのだ。」

「まず、僕たちは世界に対して広い視野を持ち、自分

の意見を作ることが大切だ。そして、積極的に意見

をぶつけてみようではないか。」

　これらは、２月のもであるが、他に働きかける記述が

あれば２と分類した。

　となり、２月には１と２に分類できる生徒の数が増え

てきている。

　これは、総合人間科の目標のである「広い視野で平和

問題への興味、関心」を持ち、「平和的に生きることがで

き、構造的暴力がない地球社会づくりに参加する」こと

に変化したと考えることができるのではないだろうか。

３）総合人間科のSSH評価についての課題

　こうした、分析の手法は「協同的探求学習」の共同研

究者である藤村宣之先生（前名古屋大学教育学部、現東

京大学）から助言を頂いて取り組んでみた。

　年度当初たてたSSH全体目標に対する評価について

は、今年度初めて本格的に取り組むことになった。総合

人間科の評価については、FWの報告会や研究集録作り

の過程の中で評価を行ってきた。その評価の中では、総

合人間科は着実に効果を上げ、キャリア意識の形成から

プレゼンテーション能力の向上まで幅広い能力の向上に

貢献しているように思われる。しかし、それをSSH目標

から見たときに、どのように効果を上げているのか具体

的に数値としてみるのは困難であるのではないかと考え

てきた。今回は、生徒の書いた文章からこの変化を数量

的に読み取ろうとしたものである。しかし、生徒の記述

は多岐にわたっており、それを３パターンにして分類す

るには、もう少し検討を要するようにも思われた。この

実践を積み重ねて、分類の方法や評価の精度を高めてい

く必要があることは確かである。また、中学３年の総合

人間科のSSH目標から１つの項目だけを挙げて分析を試

みたが、今後は分析の項目を増やしていく必要もあるだ

ろう。
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４月の結果

人　数分　類

２２人０

５０人１

３人２

２月の結果

人　数分　類

０人０

１７人１

６０人２
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