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れている。
我が国の子どもたちの学力の状況として、思考力・
判断力・表現力について課題があることは以前から指
摘されていたが、とりわけ平成16年12月の国際的な学
力調査の結果の発表以降は、新しい学習指導要領や全
国学力・学習状況調査へと進む大きな動因となった。
そして、今回の学習評価に関する評価規準の改訂がある。
案がいう「思考・判断・表現」についての説明を見
ると、「この観点に係る学習指導については、それぞ
れの教科の知識・技能を活用する、観察・実験やレポ
ートの作成、発表や討論といった学習活動を積極的に
取り入れる必要があり、新しい学習指導要領において
もこのような学習活動の充実が求められている。また、
この観点については、授業改善のための評価だけでな
く、指導後の児童生徒の状況を記録するための評価を
行うに当たっても、学習の結果だけではなく、結果に
至る過程を含め評価することが特に重要である。」と
述べている。
このような「思考・判断・表現」の評価、すなわち
思考力・判断力・表現力を確かな学力として育成し高
めていこうとする取り組みが学校教育の全体にわたっ
て進められようとしており、教員研修も進められつつ
ある。教員養成段階においても十分に反映をさせ、学
生たちが、知識・技能を活用して観察・実験やレポー
トの作成、発表や討論といった活動を確実にできるよ
うにしていきたいものである。また、思考力・判断
力・表現力を育成し高めていこうとする教育活動の基
盤になる学校や地域、そして、子どもたちの集団と関
係性をはぐくむための種々の知見を、大学として提供
していきたいものである。

学校教育における「学習評価の
在り方」の方向性を見て
センター長

金本

良通

新しい学習指導要領がすで告示され、小学校・中学
校は移行措置期間の２年目に入ろうとしている。小学
校は平成23年度から全面実施、中学校は平成24年度か
ら全面実施である。高等学校は、理数教科が平成24年
度より先行実施となり、他の教科は平成25年度よりの
実施となっている。また、小学校・中学校においては
全国学力・学習状況調査の実施が進められ、これらは
一体的な制度として機能している。
このような状況の中で、子どもたちの学習評価の在
り方について中央教育審議会の中で検討され、その方
向性が明らかにされている。
学習評価の在り方については、学校教育法や学習指
導要領の改正等の趣旨をどのように生かすかが焦点に
なっていた。具体的には、学校教育法で示された学力
の３つの要素「基礎的・基本的な知識及び技能」「知
識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考
力・判断力・表現力等」「主体的に学習に取り組む態
度」と現行の評価規準の４観点「関心・意欲・態度」
「思考・判断」「表現・技能」「知識・理解」との関
連であり、評価規準の４観点を新たな方向性にそって
どのように整理・充実することができるかという点で
ある。案では、特に、思考力・判断力・表現力に関す
る観点としての「思考・判断・表現」に焦点が当てら
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平成21年度「教員の資質能力追跡調査事業」（文部科学省委託）
「『力量ある質の高い教員』を目指す養成・研修の在り方」に関する調査研究
ȁུාഽȂ໐ڠشજ̥ͣտు̫ͬȂ଼32ාഽ̥ͣ34ාഽ͈́͘ˏාۼȂ֥ޗनဥࣉদࡑͬࡑ̱̹ڠ֗ޗ
໐ːා֥ͬచય̱̹͂Ȃ͈֥ޗৗෝႁ͈औࡄͬݪঔ̱̞̳̀͘ȃ
ȁ࡛֗ޗા̲̞́̀ͥအș̈́هఴࣽ͞ࢃ͈૧̹̈́ه֗ޗఴͤ͢ͅഎͅږ؊̢̹͈ͥ͛ه଼ူ֥ޗ͈ৗഎ̈́ਰ
̹ͬͥ͛Ȃ֥ͅޗຈါ̈́ৗෝႁͬબഎͅྶ̥̱ͣͅȂࣽࢃ͈࣭͈എ̈́൦̳̭͇̞̱ͥ͂ͬͣ͂̀ͅ
ঔ̱̞̳̀͘ȃ
ȴऔࡄٽ͈ݪါȵ
ȁˍȁ࿒എ
ȁȁȆ͈̱֥̀͂ޗৗෝႁ̦͈̠̓͢ͅူ଼̯̞͈̥ͦ̀ͥͬྶ̥̳ͣͥͅȃ)ࡄ͈ݪಔˍ*
ȁȁȆ̹ͦ૽ऺͬږ̱֥̀͂ޗ༗̳̹͈ͥ͛ူ଼Ȇࡄਘ͈̞ͤ͢͢ह༷ͤͬྶ̥̳ͣͥͅȃ)ࡄ͈ݪಔˎ*
ȁˎȁ༹༷Ȇඤယ
ȁȲࡄ͈ݪಔˍȳ
ȁȁȁȁӱఱ̫̤ͥͅڠୡͬບ̳ͥثȃ)ఱڠːා*ɨӲྩࢷ̤̫ͥͅகͬບ̳ͥثȃ)ˍ֥ޗා࿒*ɨȁȁȁ
ȁȁȁȁӳྩࢷ̤̫ͥͅகͬບ̳ͥثȃ)ˎ֥ޗා࿒*
ȁȲࡄ͈ݪಔˎȳ
ȁȁȁȁӱఱڠς΅νρθ൝ͬଢ଼Ȇບ̳ͥثȃӲහ৪ࡄਘ൝ͬଢ଼Ȇບ̳ͥثȃ
ȁȁȁȁӳˎාষ̤̫ͥͅࡄਘ൝ͬଢ଼Ȇບ̳ͥثȃ
ȁˏȁऔࡄ͈̹͈͛ݪழ
教員の資質能力追跡調査事業推進部
〈埼玉大学教育学部附属教育実践総合センター〉

さいたま教育コラボレーション推進委員会
〈さいたま市教育委員会〉

埼玉大学教育学部と埼玉県教育委員会との連携協議会
〈埼玉県教育委員会〉

さいたま市(教育研究所
さいたま市
さいたま市(教育研究所)とのコラボレーション講座の開講
教育研究所)との
とのコラボレーション講座の開講
コラボレーション講座の開講
教職員のためのメンタルヘルスとリラクゼーション講座
──
「第４金曜の会」
──
さいたま市の
「教師力パワーアップ講座」
と連携して、
教育実践研究部門と学校臨床心理部門とが、
今年度より新しい講座を学内で開いています。
案内文は下記のとおりです。

ȁࣽȂఉནۜ͂చ૽߸۾Ȃ̯̰̈́͘͘գႁͅ௳ͬͣ͘ݑ
̵̞̀ͥޗȆ֥͈͙̯̈́ͭȃ
!ঊ̦̓͂̾̈́ͤ͜Ȃ൳ၯ̦͂̾̈́ͤȂুু͂͜Ȃ
̞͇̞̦̦̀̾̈́ͤ̈́ͣͅȂ·ςͼΞͻή͍̈́ͬڠ
௮̱̞̩̹̀͛ͅȂ֥͂ޗͅȂ̷̱̀ুুͅȂ
̭̥̓ȶၡ͛ȷ̻̹̞̳ͬ́͜ȃιϋΗσΰσΑ͈࢜ષ
͂Ȃ̢ࣣ̠ȶ൳ၯȷ̞̾̀ͅȂ̲̩̽ͤȆ̩̽ͤ͠Ȇ
̹̦͍̽ͤͣ̈́͠ڠȂȶၡ͛ȷ࣒ͬͥ͛أज̳́ȃ

学 び
支えあう同僚性
《職員室》

「Help me!」
が言える職員室
○メンタルヘルス

ケ ア

子どもたちの居場所
《教室》

「ねぇねぇ、これなぁに？」

溜 め

が言える職員室

（Flow）

○身体の脱力・解放
○呼吸法

○ストレス・マネジメント
（自由）
ȁဟȆশˍྀ!;!ۼٝȁ)లː߄ဟ*
◎リラクゼーション
○ストレスコーピング
〈学校臨床心理部門〉
〈教育実践研究部門〉
!!!!!!!!!!!!!!!)ͤ͢ͅȂ་ࢵ̳ͥાࣣ̦̜̳ͤ͘ȃ*
〈教師力パワーアップ講座〉
ȁȁȁȁȁȁȁ!29শ41ȡ31শ41ȁ)වͤুဇ*
[さいたま市立教育研究所]
ȁાȁȁȁਫ਼!;!κˍ܁ȁˎGȁ·ςΣΑȆγȜσȁ
ȁඤȁȁȁယ!;!ఘ̱ͬ̀Ȃ̹͘υȜσίτͼϋΈ൝̱ͬ̀ఘࡑഎ͐ͅڠȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁ!ςρ·ΔȜΏοϋȆࡤ༹ݟȆచ૽ηνΣΉȜΏοϋχȜ·
ȁȁȁȁȁȁȁȁ!ιϋΗσΰσΑȆΑΠτΑ¦ζΥΐιϋΠȆΑΠτΑȜάϋΈȁ൝ș
ȁȁ൚ȁ৪!;!ΓϋΗȜ֥ޗ
ȁȁȁȁȁȁȁȁ!ઃংȁࢫȁ)֗ޗகࡄݪ໐*!!!ȁྰനȁယଲȁ)ࢷڠႉၑ໐*ȁ͕̥
ڠඤ͈͙̯̮̈́ͭ͜४̞̯ئحȃ
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֗ޗகࡄݪ໐
͈֗ޗႉ͈͈ڠౝݥ
ᢎ⡯ኾ㐷ᕈᬺ⠪ߣߒߡߩ
ኾ㐷ᕈߩតⓥߣ㙃ᚑ
ɡȶ̭͂͐ڠȷ͈όͻΐοῧ
ȁ͈͍ڠા͈௮ٳอࡄݪ
ɡTeaching & Learning!
ȁAction!͈ςέτ·Ώοϋ

ᐔᚑᐕᐲ
ࠕ࡚ࠢࠪࡦ
ࠨ࠴ㅪ៤ᩞ
Ȇ૧जঌၛࢷڠ
ȁȁ൳ȁȁୌཱࢷڠ
Ȇߧঌၛಎૄಎࢷڠ
Ȇȁ൳ȁȁఱฦಎࢷڠ
Ȇུઃঌၛޮಎࢷڠ
Ȇֳസݠঌၛࡣၖಎࢷڠ
ȆႯ෯ߊၛཅޮධࢷڠ
Ȇࢺߊၛධုࢷڠ
Ȇۅώॄঌၛຩࢷڠޡ
ȁȁ൳ȁ!!ȁგനࢷڠ
ȁȁ൳ȁ!!ȁ!!ോࢷڠ
Ȇ௩༠ၛ௩༠ಎࢷڠ
Ȇີআঌၛࡓࡔಎࢷڠ
Ȇີ५ঌၛ؈നࢷڠ
Ȇչౘঌၛഛ૰ࢷڠ
ȁȁ൳ȁȁȁॕࡔࢷڠ
Ȇࣞঌၛಲࢺࢷڠ
ȁȁ൳ȁȁۃനࢷڠ
ȁȁ൳ȁȁಲࢺಎࢷڠ
Ȇࣝධঌၛঌࢷڠ

֗ޗகέΏςΞȜΗȜ
͂ၠ

ޗ͈ުக͂
ঊ͈͍̓ͬ͜ڠ׳
ޗ͈
ͺ·ΏοϋȆςȜΙ
ޗ͈க͈ࣞഽا
ڠȆ̹֭͛͜܄ࡽވခ

ȁக͈׳Ȇଔૺ

ࢷڠ٨ڟȆު٨ڟ
ɛȶಶ̧ࣣ̠ȷȶ̠ࣣ͍ڠȷ͍ڠ
ɛ͈͍ڠȶا௮ވ൳ఘȷ
ɛȶౝݪȷ͂ȶచდȷ͍ͥ͢ͅڠ
ɛȶ൳ၯȷ͈ࢹಃ
ɛͺ·Ώοϋȡঌྦྷ͈͍͒ڠ

ɡޗΑΗϋΘȜΡ
ɡ͈ࢷڠ൳ၯ͈ࢹಃ
ɡນ࡛̳ͥఘ͂߸۾

ȁలˍٝȁː27)࿐*
ɜȸηνΣΉȜΏοϋȪഥ̢ͥȫȹ
ȁȪˤˮȫߧঌၛಎૄಎˏࢷڠා
ȁոࣛȂ͈ܱئϋέτϋΑ࣐̞ͬ
̱̹͘ȃ
ɜˎڢإාȸ̵͙̜ͭ̈́́ͩ̀ȹ
ȁȁȁȁȁȁȁႯ෯ߊၛཅޮධࢷڠ
ɜ࣭ࢊˏාȸͅȹ
ȁȁȁȁȁȁȁߧঌၛಎૄಎࢷڠ
ɜ࣭ࢊˏාȸκΙκΙ͈࿐ȹ
ȁȁȁȁȁȁȁႯ෯ߊၛཅޮධࢷڠ

ȶ ࿐ ဟ Δ η ȷ
ΫΟͥ͢ͅ
ϋέτϋΑ͈ٛ
ɛ࿐ဟȁࡿࢃ˒শ
ɛ·ςΣΑȆγȜσ
ȁ!Ȫκˎˢȫ
ࡇඤ͈ٸȆಎ͈ࢷڠުக͈Ϋ
Οͬࡉ̀ȂࢊͤȂ̳̞ࣣ͍͘ڠȃ
ఉအ̈́ণത͈ၠͤ͢ͅȂޗ͈
க̠̱̞ࣣ͍ͬ͘͡ڠȃ

̹̓̈́́͜४̧̳́͘حȃ
)ࡇඤޗ͈ٸ֥ȆڠȆ֭*

ɡகഎࡄ͂ݪၠȆ׳
ȁ࿐ဟΔῃ४ح

ᢎຬ㙃ᚑࠞࠠࡘࡓߩ
ၮ␆⎇ⓥ

ᐔᚑᐕᐲᧁᦐࡒౝኈ

ɡࢷڠڎȆȆ౷֖
ȁOQP൝͈౬ఘ͈̥̥ͥͩ֗ͅޗ

ίυΐͿ·Πࡄݪ

ɜˎࢊםාȸؗථ͈Tbeoftt͂
ȁȁȁȁȁȁȁCsjhiuofttȹ
ȁȁȁȁȁȁȁີআঌၛࡓࡔಎࢷڠ
ɜࣣˏාȸူॵ͈ͺΗςͬ̀̽ܐȹ
ȁȁȁȁȁȁȁװၛݛඣാࢷڠ
ɜ২ٛˏාȸൽர૰̺̽̀ةȉȹ
ȁȁȁȁȁȁȁװၛݛඣാࢷڠ
ɜ࣭ࢊˍාȸΗΤ΅͈ঝ৬ȹ
ȁȁȁȁȁȁȁչౘঌၛഛ૰ࢷڠ
ɜॳତˏාȸ۪ତ͂ତȹ
ȁȁȁȁȁȁȁߧঌၛಎૄಎࢷڠ
ɜ࣭ࢊˏාȸཡ૽͈থȹ
ȁȁȁȁȁȁȁີআঌၛࡓࡔಎࢷڠ
ɜॳତȆၑشȆ࣭ࢊˏා
ȁȁȁȁȁȁȸ̜̞̞͈̻ͥ͘ȹ
ȁȁȁȁȁȁȁോঌၛ໌௬ࢷڠ
ɜࢷڢإਬٛ
ȁȁȁȁȁȁȁਗఱ௺້ڠઐུಎࢷڠ
ɜ࣭ࢊːාȸ͈֚̾ـȹ
ȁȁȁȁȁȁȁႯ෯ߊၛཅޮධࢷڠ
͕̥

೨ߦߏㅪ⛊ࠍޕ
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コンサルテーション内容

ࢷڠႉၑ໐

Ｂ７％
Ｂ:子どもの性格に関するもの

ޓᐕᐲߪޔᓥ᧪߆ࠄജࠍࠇߡࠆޔቇㇱߩᢎຬ㙃
ᚑߦ㑐ࠊࠆᵴേޔ㒝ዻቇᩞߣߩㅪ៤ᒝൻ⎇ޔⓥᵴേ
ߩలታޔၞ⽸₂ߦട߃ోޔ࿖࿖┙ᄢቇᢎ⢒ታ〣⎇ⓥ
㑐ㅪࡦ࠲ද⼏ળ㑐ㅪᬺ߳ߩදജߩᯏળ߇Ⴧ߃ޔ
ᵴേ▸࿐߇ᐢ߇ࠅ߹ߒߚ

Ｍ27％

Ｊ:家庭生活に関するもの

ɟ̯̞̹͘ঌȪݪࡄ֗ޗਫ਼ȫ͈͂Ⴒࠈ
ޓᢎ⢒ታ〣⎇ⓥㇱ㐷ߣߣ߽ߦ⻠ᐳࠍ㐿⻠ߒ߹ߒߚޕ
㧔̪ߒߊߪ㧞ࡍࠫෳᾖ㧕
ɟࡄڰݪ൲
ˍȅΑΠτΑȆζΥΐιϋΠު͈ঔ͂هఴ̞͈̾̀ͅ
ࡄݪ
ޓᬺ㐿ᆎᤨᦼߣ⚳ੌᤨᦼߦޔฃ⻠↢ߦࠕࡦࠤ࠻⺞
ᩏࠍታᣉߒޔᬺ⹏ଔߩಽᨆߣᬌ⸛ࠍⴕ߹ߒߚޕ
ߨ㜞ḩ⿷ᐲߣ⹏ଔࠍᓧߡޔᔕ↪✬㐿⸳߳ߩᦼᓙ߽ነ
ߖࠄࠇߚߩߢޔᓟޔ೨ะ߈ߦᬌ⸛ߔࠆ੍ቯߢߔޕ
ˎȅࡄݪ༭࣬
ޓᐕᐲߩࡦ࠲♿ⷐߣၯ₹ᄢቇ♿ⷐߦ߅ߡޔએ
ਅߩ⎇ⓥႎ๔ࠍⴕߞߡ߹ߔޕ
┙⑳ޟᐜ⒩ߦ߅ߌࠆޟ᳇ߦߥࠆሶߤ߽ߩޠ⢒ߩ࿎
㔍ߐߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⎇ⓥ̆⥄↱⸥ㅀߩಽᨆࠍਛᔃߣ
ߒߡޠየ㦮ሶศᎹߪࠆᄹ㧔ၯ₹ᄢቇ♿ⷐᢎ⢒
ቇㇱ╙Ꮞ╙㧞ภ㗁㧕
ဳ⛯⛮ޟቇᩞࠦࡦࠨ࡞࠹࡚ࠪࡦߩ․ᓽߣ⺖㗴̆․
ᡰេᢎ⢒⥃ᐥ⎇ⓥࡦ࠲ߩޠߺߩߒޟታ〣߆ࠄޠ
የ㦮ሶ㧔ࡦ࠲♿ⷐ╙㧥ภශਛ㧕
ޟᢎ⢒ታ⠌ߦ⥃ቇ↢ߩᡰេᒝൻߦะߌߚታᘒ⺞ᩏ㧔⛯㧕ޠ
የ㦮ሶ㧔ၯ₹ᄢቇ♿ⷐᢎ⢒ቇㇱ╙Ꮞ╙㧝ภශਛ㧕
ɟ࣭࣭ၛఱ֗ޗڠகࡄ۾ݪႲΓϋΗȜ݈ފٛ۾Ⴒ
মު͈͒ފႁ
ˍȅ࡛యˣˬ଼͈̹͈͛ူ֥ޗκΐνȜσ߿ͺٳऺޗอ
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Ｌ:保護者との関係
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客員教授より
教員養成に参加して
小杉

教職支援に携わって

和子

鬼塚眞知子

学校現場から教員養成に加わった者の使命は、学生
に現場の声を届けることでしょうか。久しぶりに教壇
に立った緊張感も、学生との交流の深まりとともに、
学生を「個人」として見られるようになり、教育実践
を語りながらの授業を進めています。
ここ数年の教育関連法の大きな改正がほぼ実施段階
に入った今、世代交代の進む現場では、真に教職に夢
を持ち、児童生徒の教育に情熱をもって取り組む実践
力のある教師を切実に求めています。
新採用教員は即戦力。研修を積むのを待って教壇に
登場するのではなく、すでに始まっている現場に途中
参加するメンバーの一人。スポーツで言えば既に始ま
っているゲームに途中参加するメンバーのようなもの。
いきなりボールがぶつかってくるし、痛い目にも遭い
ます。でも、それに当たって要領を覚え、ルールを覚
え、どこに当てたら勝てるかの感覚もだんだん自分で
掴みます。教師の研修の重要性は言い継がれて久しく
なりますが、何事も貪欲に吸収する意識と、誰からも
学ぶ心と素直さが伸びる要件でありましょう。人間性
重視の教員採用選考は時代の要請、動き続ける教育現
場の中で、自分のポジションを積極的に探すような意
欲ある若者たちを育てたいと願います。

再び教えることのできる喜びと大学生対象の90分
間の講義の心配を抱いて、埼玉大学を訪れたのは、昨
年４月中旬のことでした。38年ぶりの大学は、すっ
かり整備され、広々とした構内は緑鮮やかな樹木が伸
び伸びと育っていました。あまりにもきれいになった
建物を見回しながら教育棟に入ると、ガラス張りの明
るい教職支援室に学生が次々とやってきて、ふたりの
スタッフに気軽に相談したり、参考図書を借りたりと
活気にあふれています。何気なく耳に入った会話には、
温かい心遣いを感じました。
さて、第１回目の講義､集まった学生達にスマイル
バッチのような顔の絵を示しながら「教師は、いつで
も 『Smile』『Big Voice』『Eye Contact』を忘れず
に児童生徒に接していこうね｣と語りかけました。真
剣に聞いてくれる学生の姿に心配は吹き飛び、90分
はあっという間に過ぎてしまいました。採用試験が近
づくころには名前も覚え、髪型や上履きの相談まで受
け、担任としての思いが深まりました｡
今、学校の活性化には初任者の配置がいちばんと考
えます。埼玉大学の卒業生がその役目を担えるよう､
微力ながら支援しています。

スタッフ
センター長………………金本 良通
教育実践研究部門………庄司 康生
学校臨床心理部門………尾﨑 啓子・椋田 容世
教員養成開発部門………平岡
健・野津 吉宏

兼任教員……………八木 正一・岩川 直樹・船橋 一男
野村 泰朗・宇佐見香代・沢崎 俊之
堀田 香織
事務職員……………小河原千織

客員教授
（教員養成開発部門）
小杉 和子・鬼塚眞知子
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