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課題研究最終報告
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—家庭科教員同士の情報の共有や交換を通して—

Realistic and Effective Evaluations that Ensure Validity and Reliability : 

Sharing and Exchanging Information Between Home Economics Teachers 

呉那嶺紀子

Noriko YONAMINE 

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・国頭村立国頭中学校

1 . はじめに

新しい中学校学習指導要領の解説（総則編）では，学習評価について「『生徒にどういった力が身

に付いたか』という学習の成果を的確に捉え，教師が指導の改善を図るとともに，生徒自身が自らの

学習を振り返って次の学習に向かうことができるようにするためにも，学習評価の在り方は重要であ

り，教育課程や学習・指導方法の改善と一貫性のある取組を進めること」を指摘している。さらにエ

夫として， 「学習評価の妥当性や信頼性が高められるよう，例えば，評価規準や評価方法について，事

前に教師同士で検討するなどして明確にすること，評価に関する実践事例を蓄積し共有していくこと，

評価結果についての検討を通じて評価に係る教師の力量の向上を図ることなどに，学校として組織的か

つ計画的に取り組むことが大切」と示している（文部科学省， 2018)。また，国立教育政策研究所 (2011)

は， 「評価に関する情報の共有や交換により，担当教科，経験年数等に左右されず教師が共通の認識

をもって評価に当たることができるようにすることが重要」と示している。

沖縄県の公立中学校のほとんどは，家庭科教員の配置が一人以下であり免許外教員で対応している

学校も少なくない 1)。このような現状では，学校内で家庭科の教科についての評価に関する情報の共

有や交換は難しく，担当教員が個々で判断し評価して終わっているのが実情だと推測できる。

これまでの私自身の学習評価を振り返ってみても，授業づくりの中で教材・教具についてなどは研

究会等で相談をすることはあっても評価に関する情報の共有や交換を行うことはなく，一人で学習指

導と評価を行っており，自分自身が行っている学習評価の妥当性や信頼性について常に不安であった。

また，「評価」と「評定」を混同し，成績をつけるため（評定作業のため）の評価となり，指導に生か

すための評価となっていないという課題があった。兼安 (2018) は，学校内に複数在籍する割合が最

も低い中学校家庭科教師に焦点をあて，学校外における同教科の人的ネットワークと授業の関わりに

ついてのメリットを論じている。そこで，家庭科教師同士の情報の共有や交換を通していくことで中

学校家庭科における評価においても妥当性や信頼性を確保した現実的で実効性が高い評価となるので

はないかと考えた。

2. 研究の目的と方法

(1) 目的

本研究では，新学習指導要領の完全実施に向けて，中学校技術・家庭科（家庭分野）食生活の領

域における学習評価に焦点を絞り，授業実践を通して何を通して何をどのようにすれば「生徒にど

のような力がついたか」という学習成果を的確に捉え，家庭科教員同士の情報の共有や交換を通し
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て，妥当性や信頼性を確保した現実的で実効可能な評価となるのかという観点で，評価そのものに

対して具体的な工夫・改善策を検討した。その結果，最終的に到達した評価を一つの例として提案

する。また，沖縄県の家庭科教員の学習評価についての実態を把握する。

(2) 方法

まず，これまでの授業実践を振り返り，授業の中でどのように評価場面を設定し， どのような評

価方法が活用可能なのかを検討した。次に，作成した評価計画を，複数の家庭科教員（国頭地区の

家庭科研究会）で検討した上で実際の評価作業場面で使用・検討・改善を繰り返した。これらの過

程を通して，これまで以上に妥当性・信頼性を確保でき，現実的かつ実効的な評価を考え，自らの

授業実践の中で，評価そのものを主夫・改善していった。さらに，工夫・改善した評価について専

門家からの意見を踏まえて「妥当性」 「信頼性」を高めることを試みた。今回，学習指導要領改訂に

より中学校家庭科の食領域の中で調理方法の中に新たに「蒸す」が入ってきた。そこで，学習指導要

領の改訂に伴う新しい教育課程の全面実施に向けて， 「蒸す」調理に焦点をあて研究を進めた。

また，沖縄県の家庭科教員の学習評価についての実態把握については，平成 29年度文部科学省委

託調査「学習指導と学習評価に対する意識調査報告書」を参考に 13項目からなる 4件法 (4が肯定

的~1が否定的）による質間紙2)を作成した。これを用いた調査は，平成 30年度沖縄県技術・家庭

科研究大会（家庭科分科会）の参加者に対して実施した。 31名に配布し，回答があった 21名分の回

答に対して， js-STAR20122.0. 7jを用いて分散分析で勤務年数による差の有無を調べた。

3. 本研究における「妥当性」 「信頼性」についての定義

田中 (2008) によると，評価方法の「妥当性」とは，評価対象をどれほどよく測れているのかを示す

概念であり， 「信頼性」とは評価対象をどの程度安定的に一貫して測れているのかを示す概念である。

本研究では，教科の目標の実現に向けて設定した指導内容に対する評価について，評価の場面や方法が

適切であり，学習の成果をより的確に捉えることができる評価方法で「妥当性」を担保する。評価を行

う際に採点の一貰性を追求し，評価者が異なっても同じような採点が行われるように「比較可能性」を

確保し，同じ評価者が一人の生徒の同じような学習状況を何度か評価をしても同じ採点になることで評

価方法の「信頼性」を担保する。

4. 研究の実際

(1) 調理実習における評価の工夫・改善

これまで筆者が行ってきた調理実習の評価をふりかえってみると，エプロンや三角巾等の忘れ物チ

ェックや実習態度，実習の感想等で「関心・意欲・態度」，調理実習に参加し献党の料理を手順通り

に完成させることや実習計画を作成することで「技能」を評価していた。しかし，このような評価で

は，評価の対象である生徒に「どのような力がついたか」という学習成果を的確に捉えることがで

きないため，学習評価の妥当性や信頼性も確保できない。そこで今回，調理実習に焦点をあてて評

価のエ夫・改善をしてみた。今年度，食領域における調理実習は 3回実施した。第 1回に蒸しケーキ

（アガラサー），第2回にハンバーグ・にんじんのグラッセ・さやいんげんのソテー，第 3回に鯖の

味噌煮・ほうれん草のおひたし・かきたま汁を計画した。その中で，第 1回に実施した「蒸しケーキ

（アガラサー）」に焦点をあて評価のエ夫・改善を行った。

(2) 自己評価表・相互評価表の活用

文部科学省 (2018) は，指導の評価と改善について，教師（授業者）による評価以外にも，生徒自

身の学習意欲の向上にもつながるため，生徒による学習活動としての相互評価や自己評価のエ夫の重
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視を指摘している。

そこで，評価を改善するために調理実習を

行う際に自己評価・相互評価表を活用した。

自己評価・相互評価表は，国立教育政策研究

所 (2011) が作成したハンバーグステーキの

相互評価を参考にして，作成した（図 1)。評

価表の大まかな項目は，「準備」「下準備」「加

熱」 「できばえ」 「試食」 「後片付け」 「安全

・衛生」であり， 13観点に細分化した。生徒

は，その項目を「Aよくできた」 「Bできた」

「Cあまりできなかった」 「Dできなかった」

で評価した。
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図1 蒸しケーキの自己評価・相互評価表

(3)授業実践 「蒸す」調理 黒糖蒸しケーキ（アガラサー）の実習 (9月実施）

① 授業の流れ

n 

~" 

学習指導要領の改訂により調理の仕方の中に「蒸す」が導入された。そこで，蒸し器を使った料

理「蒸しケーキ（アガラサー）」を実習した。授業のめあてを，安全・衛生に留意し班で協力し時間

内に効率よくアガラサーをつくることができるとした。授業は，①実習の説明と確認，②調理実習，

③振り返りシート（自己評価・相互評価）の記入で展開した。実習前時までに，蒸す調理について

の実習計画を行い調理の流れや実習班での役割分担は終えた。調理実習は，調理の手順を見ながら

各班で行わせた。各班には，調理の手順と一緒に相互評価表も配布し，事前に評価項目を伝えた。

② 授業者の評価の見取り

今回の実践は，生徒にとって中学校入学後初めての調理実習だった。 2クラスとも身支度等の準

備に時間がかかったことや蒸す調理の経験のない生徒への十分な事前指導が行えていなかったこ

ともあり時間内に実習を終わらせることができなかった。それでも，時間はかかっていたが，全グ

ループが「しつかりと中まで火が通っている蒸しケーキ（アガラサー）をつくることができていた

事」や不慣れな面はあるものの「積極的に実習に参加をしていた」ことから授業者の評価の見取り

としては，概ね満足と捉えていた。

③ 自己評価・相互評価からの見取り

試食中や実習後の振り返りの時に生徒から「失敗した」という言葉が多く聞こえたため，生徒自

身は今回の実習の中で「うまくできなかった」と自己評価しているように感じた。そこで，授業後

に生徒の自己評価・相互評価を確認した。今回の実習の評価を確認すると， 「できばえ」の項目の

中の「⑤表面が割れている」の項目について半数の生徒がCやDの評価となっていた。次にCやD

の評価が多く見られた評価項目は， 「⑦おいしくできている」であった。また， 「準備」や「後片

付け」の項目も相対的に見て他の評価項目よりも CやDの評価が多かった。今回の実習の中では，

蒸しケーキ（アガラサー）の表面が割れなかった。そのため「表面が割れている」という項日が低

い評価となり「失敗した」という自己評価になったと考えた。また，蒸し器を使用する際に水滴が

蒸し物にかからないように布巾を使用する指導が不十分だったため，蓋を開けた際に水滴がかかり

蒸しケーキがベチャベチャになっていた班もあった。そのため，授業者が火の通り具合を確認して

おり，実際には火が通っていたものの，生徒は中まで火が通っていないと判断をした可能性がある。

また，時間内に実習を終えることができなかったことから「⑩時間内に片付けを終えることができ

る」という項目が低評価となり「できなかった」という自己評価となったと考えた。一方， 「布巾
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を使って（蓋を）持つことも知らなくてやけどしそうになった。」という記述があった。このこと

から安全指導が十分でなかったことや確認が必要であることがわかった。

(4) 家庭科教師同士の検討

① 国頭地区内での検討 (9月に 2回 10月に 3回実施）

まず，自己評価・相互評価表の評価項目に関して検討した。課題にあがった「⑤表面が割れてい

る」に関しては，沖縄県の郷士菓子であるアガラサーは表面が割れている必要性がないため項目か

ら削除した。また， 「⑦おいしくできている」に関しては，個人の好み等もあることから削除をす

るか試食の見本を用意し，食べ比べができるようにするなどの改善策が提案された。加熱の項目の

「⑤やけどをしないように安全に気をつけることができる」に関しては，安全に気をつけてもやけ

どをしてしまう場合もあるため「やけどをしないように」という表現を削除することにした。また，

評価規準と指導案についても検討を行った。めあてについても「①安全面や衛生目面に気をつけな

がら時間内に実習ができる。②蒸し器の適切に扱い，蒸しケーキ（アガラサー）を作ることができ

る」とし，蒸す調理の技能を習得することを目標とした。

② 沖縄県技術・家庭科研究大会（国頭大会）家庭科分科会での意見 (11月 16日開催）

今回の蒸し料理の実習については，沖縄県技術・家庭科研究大会（国頭大会）家庭科分科会にお

いて別の教員が同じ内容の授業を公開した（ただし，公開授業では第 3回目の実習として実施し

た）。ここに至るまで指導案や評価規準等の見直しを重ね，さらに国頭地区の各学校にて授業実践

と授業改善が行われた。しかし，最後まで評価の妥当性についてはわからないままであった。

そこで，公開授業の際に，蒸す調理の授業を行う際の評価や考えを自山記述式の質問紙法で調査

した。参観者に対して，①この授業の中で生徒の学びはどこにあったか（どのような力がついたと

思うか），②今回の授業を実施する場合，あなたなら観点別学習状況の評価のどの観点でどのよう

に評価をするか（複数回答可）を参観シートに自由記述させた（参観シートは，家庭科分科会に参

加した教員に配布し， 15名から回収できた）。調杏結果から，①については， 「調理の手順」や「安

全面」 「蒸す調理技能」以外にも調理の段取りなどを「思考している」という意見があった。②に

ついては，今回設定した評価以外にも色々な評価規準があり，各観点で評価ができることが確認で

きた。つまり，同内容の授業でも，授業者によってこの時間で「どのような力をつけたいか」とい

う目的が異なり， 「生徒の実態」も異なるため評価の仕方が同一とは限定できないことがわかり，

色々な評価方法を知ることで評価の可能性が広がった。また，公開授業の指導案では具体的な評価

の判断基準までは載せていなかったため，分科会の中で「『蒸す』調理の技能をどこで見取ってい

るのか」 「一人一人を見ることが難しい調理を手順にそって調理ができるかでみて技能の評価にい

れるのか」 「今回の実習で一人一人が蒸し調理を習得できたのかが悩みどころだと思うが評価の基

準はどうするのか」等が指摘された。また，指導助言の中で， 「技能」については，ワークシート

に害かせて事後の確認で教師が見取る方法の助言があり，実習中の観察と実習後の記述等を組み合

わせて評価をすることで妥当性が高まると感じた。以下に参観シートの記述内容を示す。

①この授業の中で生徒の学びはどこにあったか（どのような力がついたと思うか）

・沖縄の伝統菓子アガラサーの伝承。・前時で確認したことが本時の授業に繋がり，思考する力や工夫する力が付いたと思う。・手

順に沿ってアガラサーの調理をする技能。•安全に配慮し作業を進める。・手順（効率の良い）を考えることで，論理的な思考力が
身についっていると思う。 ・段取りよく調理をすること。（調理と同時進行で洗い物も自然にやっていた） ・蒸し器の使い方。 ・授

業の中で，思考しながら（たちどまって）活動している様子がみられた。・調理計画をたて実際に実習する。・効率よく調理できる

ための計画を事前に考え，それ通りに実習を進めていく中でよりよい進め方を修正したりする等，工夫ができると思う。・蒸すとい

う調理法について体験を通して学ぶ。・グループで対話を通して協力して，調理に取り組む姿勢。 （火加減これくらい？粉こうやっ

たらふりやすいよ。等） ．班の中でアガラサーの調理計画をたて，実際に実習する。 ・効率よく調理できるための計画を前時で考

え，それ通りに実習をすすめて行く中でよりよい進め方など工夫ができると思う。 ・自分達で考案した調理手順に沿って計画的に

行うことができていました。・主体的に各グループの課題を解決している姿をみて「蒸す」と言うこと以外のことも学んだのだろう

なと感じました。

-88 -



課題研究最終報告

②自分自身で今回の授業を実施した場合どのように評価をしますか。

【関心・意欲・態度】

・班で協力して，手順に沿って実習を進めている。 ・実習に参加している。どの程度かは，課題以上に声掛けができればなおよい。

・身なり（エプロン）を整える。班で協力して実習しているかどうか。 ・身支度（安全・衛生） ．班で協力して実習をしている。

・意欲的，協力的に実習にのぞんでいる。 ・作業がきちんと行い，他の班員と協力でいたか。事前計画の段階で誰が何を担当するか

を決めている。 • 関心・意欲・態度で評価（安全管理をするために観点が 2つは多いのかと考えました）

【思考・表現・判断】

・ワークシートの工夫点で評価ができる。・手順を確認し，安全に調理を行えるよう段取りを考え，判断し行動の実践をみとりたい。

・実習を通してわかったこと（ワークシートの活用） ・自分が担当した作業内容を書かせ作業をするときに気をつけたことから思考

・表現・判断を見る。 ・ワークシート（うまくできたことできなかったことを分析） ・ワークシートの工夫点で評価ができる。調理

作業の中で自分のやったことを説明させる。 • お互いに学んだことを活かしてどのように調理実習にとりくめているか等。

【技能】

・手順を確認し，安全に調理を行えるよう段取りを考え，判断し行動の実践をみとりたい。 ・計画通り，手順通り実習することがで

きる。 （ワークシートの読み取り，観察等で） ・効率よく作業をすすめ，時間内に完成できる。 ・ 時間内に実施できたか。 ・アガラ

サーが成功するかしないかは別として，計画したとおり段取りをしつかりクリアしているかをみたい。・衛生面•安全面（班の調理

台の上の様子など） ・蒸しかげんがよいか。（割れたか） ・時間内にできたか。 （蒸し上りが遅い班があった） ・調理の仕上がり。

• 安全に作業できたか。 ・ワークシート（調理作業の中で自分のやったことを説明させる。）

【知識・理解】

・理解が高ければ，手順通りにできることを前提としている。

（全回答を整理して原文のまま転記）

(5) 専門的な立場からの助言 (12月）

「蒸す」調理についての評価規準を検討していく中で，現職の家庭科教員同士で工夫・改善をしてき

たが，作成した評価規準の妥当性や信頼性について，実務経験のある検定教科書の編集関係者や調理

学，家庭科教育学の専門家4名に評価させた。評価については，ア「評価規準表」，イ「評価の際に

活用した自己評価・相互評価表」，ウ「学習指導案」の 3つの資料から，学習内容・評価場面・評価

規準・判断基準について，それぞれ評価をみとることができ妥当性のある評価となっていたかを4件

法で回答させた。各項目の回答を評価理由，改善点や意見，感想とあわせて以下に示す。

① 「蒸す」調理の学習内容として適当だと思いますか。

4とてもそう思う (3) ・3思う( ) . 2あまり思わない( ) . 1思わない（ 無回答（ ） 

・適当な学習内容だと思う。 ・地域の食文化にふれる大切な実習教材であると思う。 ・沖縄の食文化を大切に考えるきっかけに

なる健康を意識させるには，ふさわしい食材。 （黒砂糖・ 白糖など）発展した学びができる。 ・中学校学習指導要領に「蒸すに

ついては，ゆでる・いためる調理などと比較することにより水蒸気で加熱する虫調理の特徴を理解できるようにする」とあるの

で学習指導案から読み取れるように加えるとよいと思う。 ・中学校学習指導要領解説・家庭編に「蒸す調理については・・・

（省略）小麦粉を使ったお菓子などを調理するなど基礎的な調理を扱うようにする」とあるので，アガラサーは，黒糖や小麦粉

を使用した沖縄の伝統菓子なので，地域の食文化とも関連して指導することも可能で適当な内容だと思います。 •生徒の関心高

いお菓子作りを通して，蒸す調理方法をスムーズに体験できる。

②小題材の目標は，適当だと思いますか。

4とてもそう思う (1) ・3思う (2) ・2あまり思わない( ) . 1思わない（ ）無回答（ ） 

• 2つの目標は適当と思います。 • 特に「蒸す」調理の特徴を理解する・・・これは大切なことです。 ・目標をあと 1点加えてみては

どうか。食品の変化は生徒が感動する場面なのでバッターから加熱することで蒸しパンができるという変化そのものを見取ること

で，ホットケーキや天ぷら衣など様々な学びを広げることができる。

③評価場面について妥当性があると思いますか。

4とてもそう思う( ) . 3思う (2) • 2あまり思わない( ) . 1思わない（ ）無回答( ) 

．妥当成があると思います。 ・ワークシートの工夫が必要。評価可能な項目をワークシートに盛り込む。 「中火にする理由は？等

（エビデンスに値する内容を問う。）

④具体的な評価規準について妥当性があると思いますか。
「知識及び技能」........4とてもそう思う (1)・3思う (1)・2あまり思わない( ) . 1思わない（ ）無回答 (1)

「思考カ・判断カ・表現力」 .. 4とてもそう思う (1) ・3思う (1) ・2あまり思わない( ) . 1思わない（ 無回答 (1)

「主体的に学習に取り組む態度」 4とてもそう思う (1) ・3思う (1) ・2あまり思わない( ) . 1思わない（ ）無回答 (1)

• 主体的に学習に取り組む態度の評価規準をワークシートからどのように評価するのか。 ・ 「知識及び技能」では， 「蒸す」調理

の性質や蒸気そのものの特性をしつかり確認したいところ。・「主体的に学習に取り組む態度」の…習得をしようとしている。の

所に「自ら」を加えてみてはどうか。 • 新しく加えられた内容ですので，なぜ加えられたかを考えて見るとよいと思う。 ・評価規

準につきましては，まだ文科省から示されていませんので作成した内容でよいと思われます。特にCの生徒の手立てが具体的で分

かりやすい。 「思・判・表」の効率よく調理をする工夫は，授業の中で発問していないと実習中に考えることができるのか。

⑤評価の判断基準について妥当性があると思いますか。
「知識及び技能」........4とてもそう思う (1 • 3思う( ) . 2あまり思わない（ ）・ 1思わない（ ）無回答 (2)

「思考カ・判断カ・表現力」...4とてもそう思う (1)・3思う( ) . 2あまり思わない( ) . 1思わない（ ）無回答 (2)

「主体的に学習に取り組む態度」 4とてもそう思う (1) ・3思う( ) . 2あまり思わない( ) . 1思わない（ ）無回答 (2)
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・判断の基準についてはよいと思います。 ・十分できる (A) と概ね満足 (B)の判断の違いが分かるように，下線を引いて分か
りやすくするとよいと思う。・小題材の目標との整合性を再度見てみるとよいでしょう。・判断の基準に「Cの生徒の手立て（補完
指導）」が入ってくるのはなぜでしょうか。
⑥評価方法は適切であると思いますか
4とてもそう思う( ) . 3思う( 2 ) 2あまり思わない( 1 ) • 1思わない（ ）無回答（ ） 
・観察，自己評価・相互評価，ペーパーテスト等は適当だと思います。 ・評価方法については，少し具体的な内容がほしいです
ね。評価場面，評価方法は一般的すぎて先生の研究の良さがこの項目では出されていないように思われます。他の先生方は調理実
習中の評価についてはとても悩んでいます。観察もどの場面でどのような内容でできるのかなどを求めています。よりよい評価方
法になることを願っています。 ・評価することは限りがあり，客観性があり，本人が理解し何よりも本人が成長するひとつのきっ
かけとなるものと考えます。そこで，実技テストを実施したり（本人だけでなく保護者に伝えて実技テストの練習を家庭などで応
援してもらうよう説明）， VTR撮りをして後からゆっくり見て評価を確認したり他の先生方の意見を聞くなどしたりしている。

⑦相互評価表から評価がみとれると思いますか。
4とてもそう思う( ) . 3思う( 2 ) ・2あまり思わない( 1 ) ・1思わない（ ）無回答 (1)

・自己評価と相互評価（班員からの評価）があっていいですね。 ・事前説明にもよると思いますが，調理をする際にペアになった
相手をどのような基準で観察・評価できるのか。 ・子どもは真面目に記入すると思いますのでとても参考になると思います。相互
評価があると自己評価が生かされてくるものと思います。活用の仕方の工夫が必要。 ・班員からの評価は廿いかと予想。人間関係
を大切に考える今の生徒の心理かと。 「よかった点をあげてみよう」のスペースを広くし自由記述多くした他者の評価はどうでし
ょうか。

⑧指導案相互評価表についての改善点やご意見・ご感想
・「蒸す」調理の授業提案で「アガラサー」を題材にした調理実習は地域の食文化とも関連させて授業ができるので，とても素睛ら
しい内容だと思います。若干気になることは， 1時間の調理実習の調理実習で自己評価・相互評価シートまでの記入，発表は時間的
に難しいのではないかと思いました。・両方に言える事ですが指導目標が生かされていません。あと 1~2項目加えるとよいと思い
ます。 ・なぜ，この「蒸す」調理が加えられたのかその意義がわかるとよいかと思います。 ・十分満足できる (A) と概ね満足でき
る (B)の違いが分かるように下線を引いてはどうか。

(4名中 3名は，回答書に数値での評価とコメントの両方で回答し， 1名は口頭でコメントする形で回答した。）

専門家からの回答から，評価の妥当性を高めるために改善点があることに気づいた。そこで，再度

評価規準を改善した。最終的な「蒸す」調理の評価規準・評価基準を，最終頁に提案する。

(6) 沖縄県の家庭科教員の学習評価についての実態把握の結果

沖縄県技術・家庭科研究大会（国頭大会）家庭科分科会において実施した学習評価についてのアン

ケート調査の分析結果は，次のようになった。

① 評価方法について（質問内容は「学習指導と学習評価に対する意識調査報告書」 2lpp.108-

110と同じ）

どのような方法で評価をしているかを，評価材料（どのように評価しているか 14項目） X勤務

年数 (11年以上， 10年以下の 2つ） X観点（「知識・理解」及び「技能」， 「思考・判断・表現」，

「関心・意欲・態度」の 3つ）の 3要因被検者間分散分析で比較した。分散分析の結果，評価材料

x観点の交互作用が有意であった (F⑱,19s) =3.95, p<.Ol)。HSD法による多重比較の結果， 「関

心・意欲・態度」では，評価方法として「課された宿題の提出の有無」が「提出した宿題の質」よ

りも高かった。筆者もこれまで「関心・意欲・態度」の評価に関して，質を評価する具体的な判断

の基準を設定しておらず，提出の有無で評価していた。また，家庭科教員同士の評価についての検

討を行う中でも「ノート提出で評価をしてはダメなのか」との声もあった。中央教育審議会 (2016)

は，評価に当たっての留意点等について， 「『主体的に学習に取り組む態度』については，学習前

の診断的評価のみで判断したり，挙手の回数やノートの取り方などの形式的な活動で評価したりす

るものではない。」と示していることからも評価に係る教師の力量の向上のために評価とその内容

についての再確認が必要である。

② 学習評価の負担について（質問内容は「学習指導と学習評価に対する意識調査報告書」 2)

p.113, 12-1と同じ）

家庭科教員は，ほとんどの学校で一人配置であり，評価に関する負担が大きい可能性が推測でき

る。そこで学習評価を行う上でどのようなことに対して負担と感じているかを調べた。その結果，

質問項目，勤務年数，交互作用のすべてにおいて有意でなかった。アンケート結果を見直すと，評

価規準の作成に関して「負担に感じない」との回答はなく， 「あまり負担に感じない」と回答して
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いる人は，勤務年数 11年以上と 10年以下の両方に 1人ずついた。この 2人を除き，全員が「負担

に感じる」 「やや負担に感じる」と答えており，項目間の有意差はないが負担感は高いといえる。

③ 評価の負担軽減に有効なことについて（質問内容は「学習指導と学習評価に対する意識調

査報告書」 2)p. 114, 12 -3と同じ）

分析の結果，質間項目の主効果が有意であった (F(s,132) =17. 31, p<. 01)。HSD法を用いた多重

比較の結果，特に， 「国や教育委員会で，各教科等の特質に照らした評価規準の設定や評価方法の

選択に資する参考資料を示す」 「国や教育委員会で，単純な知識ではなく，知識の深い理解や思考

カ・判断カ・表現力を問うようなペーパーテストの例などの参考資料を示す」は，回答者全員が「有

効である」 「やや有効である」と回答し，必要性を感じていることがわかった。そのことからも，

本研究で行ったような家庭科教員同士の評価規準等についての検討を行い，参考資料として提案

し，実際に使用し検討を繰り返していくことで評価の妥当性・信頼性が確保できる。

5. 成果と課題

(1) 成果

今年度は，最低でも月に 1回は地区の家庭科研究会で集まり，家庭科教師同上の情報の共有や交換

を通して授業づくりを行う事ができた。その中で特に新しく中学校学習指導要領に人ってきた「蒸す」

調理についての授業や評価についての検討を行い，地区内の家庭科教員で共通の認識をもって移行期

間から授業実践や評価に当たることができた。また， 「蒸す」調理についての評価についての妥当性

を検討し「蒸す」調理についての具体的な評価規準を作成できた。

(2)課題

評価規準を作成するまでに多くの時間を要した。現実的に考えると，勤務をしながら一人でこの一

連の作業を行い，評価規準を作成していくのは時間的にも厳しい状況がある。

6. これからの展望

今回，地区の研究会を中心に評価に関しての検討を行ってきた。しかし，各地区の研究会の会員数も

少ないため，沖縄県全体の家庭科教員との連携を図り，その他の領域でも評価についての見直しを行う

とともに評価規準を作成し，評価についての研究をさらに深めていきたい。また，作成した評価規準や

評価規準を多くの先生に使用してもらうとともに，さらに検討を重ね妥当性を高めるためにも，沖縄県

の研究会等で提案していきたい。

謝辞

評価に関してご助言をいただきました，橋本由愛子様，栗原恵美子様，田原美和様，士屋善和様にこ

の場を借りて厚く御礼申し上げます。

注釈

1)平成 29年度沖縄県公空中学校家庭科教員の配置状況（宮古，八重山地区を除く沖縄県4地区）に

ついて，沖縄県の中学校技術・家庭科研究会の総会資料にある名簿を基に筆者が集計した。本務の

家庭科教員配置校は全体の約 52%,臨時的任用の家庭科教員が配置されている学校は約 17%,非

常勤講師の配置（複数校掛け持ちを含む）や免許外教員で対応している学校は約 31%である。た

だし，資料として使用した名簿では非常勤講師と免許外教員の欄が一緒になっており，非常勤講師

が中学校家庭科の免許保持者であるとは断定できない。
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2)質問内容は，平成29年度文部科学省委託調査「学習指導と学習評価に対する意識調査報告」の参

考資料 (pp.105-117) と同じ質間項目を使用した。
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【B 衣 食1主の生活食生活評価規準表 】

題材名 調理をしよう（「蒸し」調理）

顕材の自襟 ・基本的なB常食の調理ができる。 • 安全と衛生に配慮し．食吊や調理用異等の適切な扱いができる。

小題材名 【実習J蒸しケーキ（アガラサー）

・蒸す調理の性質を理解し．蒸しケーキを作ることができる。
I」1題材の自標

・蒸し器の適切な取り扱いができ．班で協力して安全や衛生に配慮 した実翌ができる。

学習摺尊要領の内容
(3) 巳常食の調理と地域の食文化

（ウ）基本的な日常食の調理 （イ）食吊や調理器具の安全と衛生に留意した筈理について

【評価規準】

【知識及び技能） 【思考カ ・判断カ ・表現力等］ ［主体的に学翌に取り組む態度］

・調理についての基醗的な知諏や技能が与に付いている。
・調理に必要な手順や時間を考えて調 ・調理に関心をもち．調理技術を

• 安全と衛生に配慮し．授業で学んだ事を調理実智で実践してい
理を工夫している。 習得しようとしている。

る。

判断の基準
（言畢価の観点］ Oa単価桟面

概ね満足できる
具体的な評価規準 十分満足できる (A) Cの生徒への手立て .'畢価方法

CB) 

［知諏及び技能J
・「蒸す」翡l理の性質を理解 ・やIプとをしないように留意し適 ・蒸し器を庚い，蒸 ・I反g'ID計印里酎］酉頂苔て"周mi 0調理実習
し．適切！こ調理をすることが 迎蒸し器を扱う事ができ、 涯当 し•ケーキをつくるこ 言tiil且翌更を老多そきにこ．手順をアド ・観察 C各調理台を巡

できる。
で沸梃をさ也てから蒸しケーキを とができる。 ／ゞイスする。 視しながら全体を

つくることができる。 (100℃の
観察する）

0調理実翌後
蒸気を充満させて蒸している） ・自己評価相百評fi!li表

〇ペーパーテスト
・加熱をすることで衛生的 ・蒸しケーキの火の通り具合を確 ., 周I里言t画表通りに • 竹串を使い一緒に火の洞

で安全になることを理解し 認し．十分に火が通っているか判 蒸 しケーキを加熱し り具合を確認し．判断の1士万

ている。 断力rできる。 （竹串を刺し回もっ 調理することができ をアドバイスする。

いてこない） る。

【思老カ・判断カ ・表現力等］

• 安全且つ効率よく繹理を ・実習を振り返り．実習で経験し • 安全且つ効率よく ・実習を振り返ることや全 〇翡l理実習

する工夫ができる。 たことペ:t,fjえせ5を氾う力、して：．巨,:a::巨i 調理する工夫ができ 体での振り返りを通し．でき ・自己評相亘評価表
つ効率よく調理をする工夫ができ る。 そうなこと等．対話を通して ・ワークシート記述
る。 老えさせる。 0ペーHーテス ト

【主体的に 学器に取り組む
態度】 ・準濶から振り返りまで．積極的 • mで実習に取り組 ・ 計~1里計画表を活用し手順 0調理実蛮

・調理技能を自ら窒得しよ 止実筈に取り組み．学弩したこと んでいる。 を再確認させ．霙体的にどの ・観察 Cピデオ記録を
うとしている。 を活かそうとしている。 ような作業か必要か確認す 1最る）

る。 0調理実弯後

・学習したことをこれから ・実習中の課題に気付き．改善し • 実醤中の課題に気 • 他の人の反省等から自分 ・自己評価相芭評価表

の生活に活かそうとしてい ようとしている。 i寸くことができる。 自身を振り近iらセ(Qcにうiこ ・ワークジー トの記述
る。 声かけをする。

【補足説 明】① 評(il!iについては、 9悶理実習中とペーパーテストの両方を組み合わせて行う。 ② 調理実習中の評価に関しては、安全面に配慮しながら四

察を行い．実習中に確認できなかったところはt'.デオ記録を凜り授業後に確認する。 Cの生徒への手立て（補完指避）は．実習中に行う。また、実習

後に記入する生徒の自己評価 ・相百評価表から評(il!iを行う。 ③ 1時間で実器を行い、 「蒸す」調理の性質や蒸し器の取り扱い万について焦点をあてた

実翌のため、材料等はあらかじめ授業者が計匿し準備を行っている。④実翌中（こ形成的評（而を行い、理解が不十分な内容に関しては振り返りや次時の

中で取り汲う。また、ペーパーテストを通して総括的評価（「できる」ではなく「理解して（知った上で実際に）できているか」をみとる）を行う。

「蒸す」調理についての評価規準・評価基準の例
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