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地球市民学
第2節　地球市民学　後期　情報と社会＞共生と平和の科学

原　　　順　子・三小田　博　昭
中　村　明　彦・佐　藤　良　子

【抄録】　本教科は答えの出ない探求型の学習である。しかし必修教科として、生徒の学習況状を評価している。今
年度は「国際バカロレア（IB）の特徴的教科Theory of Knowledge（以下TOK）の評価方法を、「共生と平和の科
学」の評価法に取り入れてることができるか、評価規準作りの実践を試みた。

【キーワード】　子どもの人権　ジェンダー　貧困　国際協力　IB　TOK　評価規準

１．はじめに

　本校は昨年度より「国際バカロレア（以下IB）の趣
旨を踏まえた教育の推進に関する調査研究」を実施し
ている。IBを調査研究していると、IBの特徴的教科

「Teory  of  Knowledge（以下TOK）」とSLPⅡには親
和性があることに気づいた。TOKにはIBが定めた評価
規準がある。本講座の評価規準にTOKの評価規準を取
り入れてみるとどのような評価が可能か、まずは評価規
準をつくることから着手してみた。

２．学習内容
 回 子どもの人権 ジェンダー 貧困と国際協力
１ 【導入】 オリエンテーション①　Knowing  the  Diversity　　本講座の評価方法の説明　

2・3 仮説に基づく情報処理能力の育成　　（大谷教授）
4・5 【仮説を立てる】担当教員プレゼンテーション　マインドマップで仮説を立てる
6 【検証する】◎貧困と合同 性差によるらしさと好ましさ ◎子どもの権利条約
7 学校で学ぶとは 性差区別の変化（佐藤先生） 援助は誰のため何のため

8・9 ◎メディアリテラシー ◎メディアリテラシー フェアトレード（佐藤先生）
10･11 効果的な援助とは 世界の豊かさを測るものさし 協力隊ＯＢの体験談
12 児童労働について ノルウェーの教科書 自分のやりたい協力活動
13 【まとめ】検証して得た結果を、仮説に照らして収録原稿にまとめる→教員が集録作成
14 研究協議会公開授業（フィッシュボーンでグループの考えをまとめる）
15 まとめたことを発表するために、スピーチの準備をする

16･17 スピーチ大会（３グループ混合小グループで行う）

【研究協議会でのワーク「フィッシュボーン」】

「子どもの人権」グループ 「ジェンダー」グループ 「貧困と国際協力」グループ

３．TOKと本講座のねらいを比較する

（１）TOKのねらい
・ 高度な知識を獲得することへの興味・関心を高め、そ

の欲求を満たすための努力を促す。そのような考え、

意識を持つことにより、資質・能力を更に高めていく。
・ 日常の学習生活における「学習者」としての経験を振

り返り、異なる学問分野における様々な考え方、感じ
方、行動などの関連について考えるよう促す。

・ 個人やコミュニティーにおける生活様式や考え方の違
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いに興味を持ち、自分自身の視点での感じ方と他者の
視点からの感じ方の違いについて認識するよう促す。

・ 世界市民としての個人やコミュニティと知識との関係
に付随する責任に関する認識を促す。

（２）「共生と平和の科学」のねらい
・ 現在起こっている地球上の諸問題を「子どもの人権」
「ジェンダー」「貧困と国際協力」という具体的・多元
的な視点から探求し、地球市民として解決に向けて努
力できる資質・能力を高めていく。

・ 地球上の様々な集団が互いに認め合い、平和に共存で
きる可能性を探ることが出来るように促す。

・ 同じ時代を生きる身近な人々や地球上の遠く離れた
人々の生活に関心を持つことが出来るよう促す。

・ 持続可能な共生社会の実現のために自分たちに何が出
来るかを考えて行動することが出来るよう促す。

４．TOKを取り入れた評価規準

　今回TOKの評価規準を取り入れるのは、生徒がまと
める集録と、他の生徒に向けて発表するプレゼンテー
ションの２つである。
（１）集録（1,260字）
　「子どもの人権」「ジェンダー」「貧困と国際協力」の
中から自分の選んだテーマについて集録を執筆する。集
録の内容は１テーマを選んだ理由、２自分の仮説、３仮
説を検証してわかったこと、４共生社会の実現に向けて
自分たちが出来ること。書くべき内容と評価規準は事前
に伝えておく。
１）規準A：課題に対する理解

①達成度　０
　レベル１に達していない。
②達成度　１－２
  選んだテーマに関連のある課題に対する仮説検証
の取り組みがほとんど行われておらず、集録の中で
示される理解も限られている。
③達成度　３－４
  選んだテーマに関連のある課題に対する仮説検証
の取り組みが多少行われており、理解がいくらか示
されている。
④達成度　５－６
  選んだテーマに関連のある課題に対する仮説検証
の取り組みが大部分で行われており、基本的な理解
が示されている。
⑤達成度　７－８
  選んだテーマに関連のある課題に対する仮説検証
の取り組みが一貫して行われており、課題に対する
理解が深い考えに基づいて表されている。
⑥達成度　９－10
  選んだテーマに関連のある課題に対する仮説検証
の取り組みが一貫して行われており、課題に対する

高度な理解が深い考えに基づいて表されている。
２）規準B：学習者の視点

①達成度　０
　レベル１に達していない。
②達成度　１－２
  選んだテーマに関連のある課題に対する自分なり
の考えが全く示されていない。課題に対する仮説検
証は個人的な試みで限られており、異なる視点や考
え方に対する探求や情報源を明確に示そうという努
力がなされていない。検証段階の具体例が全く使わ
れていない。
③達成度　３－４
　選んだテーマに関連のある課題に対する自分なり
の考えが非常に狭い範囲である。課題に対する仮説
検証は個人的な試みが多少はなされている。異なる
視点や考え方に対して意識は向けているものの、そ
れを探求しようとはしていない。検証段階で具体例
は使われているが、結論とは結びついていない。
④達成度　５－６
　選んだテーマに関連のある課題に対する自分なり
の考えが多少は示されている。課題に対する仮説検
証を行った上で集録を書くことが出来ている。異な
る視点や考え方の存在を受け入れているものの、そ
れらの探求はほとんどなされていない。検証段階で
具体例は使われているが多様性に乏しい。
⑤達成度　７－８
  選んだテーマに関連のある課題に対する自分なり
の考えが十分に示されている。課題に対する仮説検
証の熟考がなされた上で集録を書くことが出来てい
る。異なる視点や考え方のの対する探求がいくらか
試みられている。検証段階で具体例が適切に使用で
きている。
⑥達成度　９－10
　選んだテーマに関連のある課題に対する自分なり
の考えが随所に示されている。課題に対する仮説検
証の熟考と探求ががなされた上で、集録を書くこと
が出来ている。異なる視点や考え方に対する深い考
察が見受けられる。検証段階で適切な具体例が効果
的に使用できている。　
３）規準Ｃ：課題の分析

①達成度　０
　レベル１に達していない。
②達成度　１－２
　課題は示されているものの探求が全くなされてい
ない。導いた結論の正当性を示すための努力がほと
んど行われていない。反対意見についてはほとんど
触れられていない。
③達成度　３－４
　課題に対する探求が部分的に行われているもの
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の、大部分についてはただ示されているだけであ
る。導いた結論については、正当性及び論点がわか
りやすく示されている。反対意見がそれとなく示さ
れている。
④達成度　５－６
　課題に対する探求が行われている。導いた結論に
ついての正当性及び論点がわかりやすく示されてい
る。反対意見についての考察がなされている。
⑤達成度　７－８
いくらかの洞察に基づいて、課題に対する探求が深
くかつ詳細になされている。導いた結論についての
正当性及び論点がわかりやすく示されている。反対
意見についての考察がなされている。テーマが持つ
論点の言外の意味について示されている。
⑥達成度　９－10
　高い洞察力に基づいて、課題に対する探求がかな
り深くかつ詳細になされている。導いた全ての結論に
ついての正当性及び論点がわかりやすく説得力のある
ものになっている。反対意見についての探求及び評価
が行われている。テーマが持つ論点の言外の意味や
根拠に基づいた新たな仮説などが示されている。
４）規準D：アイデアの構成

①達成度　０
　レベル１に達していない。
②達成度　１－２
　集録は全体にまとまりがなく、構成も不十分であ
る。筆者の意図がわかりにくい。情報が事実かどう
か非常に不明確である。資料や情報がしっかりと認
識されていない。
③達成度　３－４
　集録は全体にまとまりがなく、構成も不十分であ
る。筆者の意図がわかりにくい部分がある。事実に
基づいた情報が使われているが、常に信頼のおける
内容ではない。資料や情報はいくらか認識されてい
る。資料の引用先の記述が不完全である。制限単語
数がほぼ守られている。
④達成度　５－６
　集録のまとまりは満足できるレベルであり、全体
的な構成である。コンセプトはよく考えられおり、
説明が適切な場所で行われている。情報は正確であ
り、資料や情報のほとんどが認識されている。参照
の出来も良く、制限単語数が守られている。
⑤達成度　７－８
　集録はよくまとめられており、全体的にしっかり
とした構成も適切である。コンセプトは適切な形で
表されている。情報は正確であり、資料や情報につ
いては認識されている。参照の出来も良く、制限単
語数が守られている。
⑥達成度　９－10

　集録は非常によくまとめられており、全体的に効果
の高い構成がなされている。コンセプトはよく考えら
れており、説明が適切な場所で表されている。情報は
正確であり、資料や情報については認識されている。
参照の出来も良く、制限単語数が守られている。

（２）スピーチ
　授業の中で、個人または小グループでスピーチを行
う。その際、生徒は評価表に従い、ほかのせいとのス
ピーチを評価する。教員は、４つの評価規準を事前に生
徒に示し、それに基づく評価を生徒に対して説明し、生
徒の主張も踏まえた上で、最終的な評価をする。
１）規準A：課題に対する認識

①達成度　０
　レベル１に達していない。
②達成度　１－２
　スピーチでは課題についての仮説と検証について
触れられているものの、検証して導いた結論と現実
の状況が関連付けられていない。
③達成度　３－４
　検証して導いた結論と現実の状況との関連付けが
スピーチである程度述べられている。
④達成度　５
　検証して導いた結論と現実の状況との関連付けが
スピーチで明確に述べられている。
２）規準B：課題の扱い

①達成度　０
　レベル１に達していない。
②達成度　１－２
  各テーマの課題に対するいくらかの理解が、ス
ピーチで表現されている。
③達成度　３－４
  各テーマの課題に対する適正な理解が、スピーチ
で表現されている。
④達成度　５
　検証して導いた結論と現実の状況との関連付けが
スピーチで明確に述べられている。
３）規準C：「学習者」の視点

①達成度　０
　レベル１に達していない。
②達成度　１－２
　スピーチに授業例や論拠などを取り入れるにあた
り、自分なりの関わり方や重要なポイントを限られ
た範囲でしか示せていない。
③達成度　３－４
　スピーチに授業例や論拠などを取り入れるにあた
り、自分なりの関わり方がある程度示せている。ま
た、重要なポイントについても適切に伝えられてい
る。
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④達成度　５
　スピーチに授業例や論拠などを取り入れるにあた
り、自分なりの関わり方が明確に示せている。ま
た、重要なポイントについても十分に伝えられてい
る。

４）規準D：課題とのつながり
①達成度　０
　レベル１に達していない。
②達成度　１－２
　スピーチでは、少なくとも2つの異なる視点か
ら、ある程度探求されている。
③達成度　３－４
　スピーチでは、異なる視点からどのようなアプ
ローチができるかについて、明確な見方が示されて
いる。また、類似点と相違点の探求も行われてい
る。
④達成度　５
　スピーチでは、異なる視点からどのようなアプ
ローチができるかについて、満足できる見方が示さ
れている。また、関連する他の（自分以外の2つの）
テーマでの場合についても考えられている。

５．成果と課題

　評価規準に照らして集録とスピーチを評価してみた。
成果としては、３人の担当教員が一定のコンセプトを共
有して評価出来たことである。集録は文章で残っている

【スピーチ大会の様子】

模造紙を使って 人形を持参して

パワーポイントを使って

のでじっくりと時間をかけて評価ができた。しかし、ス
ピーチをこの評価規準に照らして評価するのは難しかっ
た。教員は評価規準を事前に理解した上で評価に臨んだ
が、１回のスピーチでAからDの規準を達成別に評価
するのは想像以上に困難だった。改善できることは評価
規準を大まかにするか、生徒に事前にスピーチ計画書を
提出させて、発表内容を教員が事前に把握しておくこと
だと考えた。次年度以降の課題にしたい。最後に、仮説
検証型の本授業を受けた生徒の感想をあげておく。
・ 仮説を自ら立てて、それを自ら反例により崩しにかか

る、その一連の学習を自分でもしてみました。しか
し、仮定がもろく、なかなか最後まで完全になること
がありません。これからも続けて、しっかりとした仮
説を立てて洞察力の優れた人になりたいです。

・ 仮説を立ててその反例を探すのは面白いなーと思いま
した。しかし、仮説とかを立てるためにもいろいろな
パターンを知らなくてはいけないので、大変そうだ
な、と。考えて確かめること、それを自分でしないと
ちゃんと理解することはできないと思います。

・ 話し合いをしていると、自分では考えもつかないよう
な意見が出てきて新鮮な気持ちになりました。今私は
基礎セミナーで大学生と一緒に講義を受けているので
すが、そこでも「仮説」を立てて発表していたので、
仮説を立てるのはこれから大切な能力になるんだろう
と思いました。

 （文責：原　順子）
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