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社会系教科における評価方略の開発と検証
－ 単元「制度について考えよう」を事例に －

井上奈穂 *

要約：本稿の目的は，生徒の学力を保障する手立てとしての評価方略のあり方を提示する
ことである。日本の社会科教育研究では，教授書に代表される「あるべき社会科」が提案
されることによって ，より多くの生徒がよい授業を受けられるようになることが 期待され
てきた。しかしながら，実際には，提案された授業が，開発者以外による実践として行わ
れることは少ない。原因として，「よい」とされる授業のほとんどが様々な要素からなる
学力の育成をねらいとしている 点が挙げられる。様々な要素からなる学力の育成をめざす
授業では必然的にその構成が複雑となる。そのため，授業の中できめ細かくその学習の支
援を行い，生徒一人ひとりのつまずきを 発見し，その上での生徒の学力を保障するための
対策を練ることが必要となる。では，つまずきを発見するには，どうすればよいのか 。本
稿では，授業を受けた生徒のつまずきの発見を目的とした評価方略の提案を行う。生徒の
学力を保障するための前提となるつまずきの発見は，どの段階で，どのような学評価方略
及び評価ツールを通して可能なのかを論理的に明らかにする。
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Ⅰ. 問題の所在
本稿の目的は，生徒の学力を保障する手立てとしての評価方略のあり方を提示することであ
る。日本の社会科教育研究では，「社会認識を通して市民的資質を育成する（内海巌編、1971：
7）」という教科についての共通理解のもと，あるべき社会科の授業を明らかにしようとする
規範研究が中心であった（梅津正美ほか、2014）。教授書に代表される形式によって「あるべ
き社会科」が提案されることで，より多くの生徒がよい授業を受けられるようになることが 期
待されている。しかしながら，実際には，提案された授業が，開発者以外による実践として行
われることは少ない。学会や研究会等で，一定の価値を評価されているにも関わらず，なぜ，
提案され，高く評価された「よい授業」が多くの人々によって試され，実践の更なる改善につ
ながらないのだろうか 。
原因として，「よい」とされる授業のほとんどが様々な要素からなる学力の育成をねらいと
している点が挙げられる。様々な要素からなる学力の育成をめざす授業は必然的にその構成が
複雑となり，結果，生徒の個人差が表面化しやすい。そのため，きめの細かく生徒の学習を見
とることで，生徒一人ひとりのつまずきを発見し，その上での生徒の学力を保障するための対
策を練ることが必要となる。しかし，これまで提案された授業の多くは，学習の評価方略につ
いて述べられていない。そのため，提案された授業における評価方略が明らかでないことが問
題であると言えよう。では，つまずきを発見するには，どうすればよいのか 。本稿では，授業
を受けた生徒の「つまずきの発見」を目的とした評価方略とそれを具体化するための評価ツ－
ルを示す。そして，生徒の学力を保障するための前提となる「つまずきの発見」は，どの段階
で，どのような評価方略，評価ツールを通して可能なのかを論理的に明らかにする。

Ⅱ. 研究の方法
本稿では，「よい授業」の 1 つを事例として取り上げ，それに対応する評価方略と評価ツ
－ルの開発・と検証を行う。ここでいう「評価方略」とは,目標とされる学力を保障する手立
て全体であり,「評価ツール」とは評価方略を行うための道具とする。以上の目的を達成する
ための方法は次の通りである。
（１）単元全体のねらいから学力の全体像と学力形成の関係を明らかにする。
（２）（１）で明らかに学力に基づき，評価方略と評価ツールの条件を提示する。
（３）評価方略・評価ツールの開発・検証を行う。
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本稿で取り上げるのは、単元「制度について考えよう（井上奈穂、2007）」である。この単
元でめざされる学力は「社会構造の理解」と「価値判断」という 2 つの側面を持っており，こ
のような様々な要素からなる学力の育成をめざしている 点がすぐれた授業であると評価され
ている理由（棚橋健治、2007b）でもある。しかし，そうであるがゆえに 生徒が学習していく
上でつまずきやすい授業でもあり，実践に結びつきにくい典型的な授業でもある。その意味で
は,本稿の目的である学力保障のための評価方略が必要とされる授業といえよう。

Ⅲ. 評価方略の開発
1. 授業案のねらいと 終結部における生徒の到達点
単元「制度について考えよう」の構成は，以下のようになっている 。

表１．単元「制度について考えよう」
展開

到達目標

１

税金の額決定の条件について理解することができる。

２

社会保障給付の条件について理解することができる 。

３

「ファミリィ・アイデンティティ」の概念を理解し，４つの「家族」の違いを把握することがで
きる。

４

現行の制度において，４つの「家族」は税金控除の額，社会保障給付に差があることを理解し，
その差が発生する要因と現行の制度が前提としている「家族」を把握することができる 。
（1）制度が前提としない「家族」の形態が増加している現状を資料に基づき理解することができ
る。

５
（2）上記の現状を踏まえ，資料に基づき，現状の制度を改善するべきであるか否かを判断し，自
らの意見の根拠を挙げることができる 。
（1）日本の財政状態は非常に厳しいにも関わらず高齢化が進み，社会保障費の割合が高まりつつ
ある現状を資料に基づき理解することができる 。
６
（2）上記の現状を踏まえ，資料に基づき，現状の制度を改善するべきであるか 否かを判断し，自
らの意見の根拠を挙げることができる 。

単元全体のねらいは「現行の制度の仕組みとわれわれを取り巻く「少子高齢化」という現状
の理解に基づき，現行の制度に対する生徒自身の批判の視点を保障し，社会制度とそれを取り
巻く社会的現象に対する見方・考え方を育成すること（井上奈穂、2007）」である。
このねらいを達成するために，展開 1，2 では，日本の社会保障制度の仕組みについて生徒
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に理解させる。展開 3，4 では上野千鶴子氏の「ファミリィ・アイデンティティ 1」という枠組
みを理解させ，展開 1，2 で理解した社会保障制度を「家族」という視点から捉えさせる。そ
して，展開 5，6 では，展開 1～4 を踏まえ，社会保障制度に対する考察を行わせる。
展開 1 から 4 では，社会保障制度に対する理解を図り，展開 5，6 では，社会保障制度とそ
れを取り巻く社会的現象に対し，生徒自身が自らの課題を見つけ，自らの考えを表現させる構
成となっている。そのため，展開 5，6 での学習活動の成立がこの単元の成否に関わり，その
意味で,展開 5，6 で必要とされる力が目指す学力の総体といえる。
このねらいを達成した生徒に期待される学力を示したものが以下の図 1 である。

図 1．単元の構成と生徒に期待される学力

本単元で生徒に保障しなければならないのは ，図 1 の三角形の頂点に位置づく生徒各々の持
つ信念2であり，そこから見た社会制度とそれを取り巻く社会的現象に対する見方・考え方で
ある。単元のねらいである「現行の制度に対する生徒自身の批判の視点を保障」するとは，三
角形の頂点に位置づく信念を社会制度に内包される価値を相対化し，生徒自身の価値判断を保
障することを意味する。そのため，そこで本単元の終結部では、社会制度に付随する社会問題
に対して，自らの見解を表明する段階が設定されているのである。では，生徒に獲得が期待さ
れている「社会構造の理解」と「価値判断」の 2 つが，どの展開部で主に育成されるのかを確
認しよう。
1

ファミリィ・アイデンティティ （FI）」とは「何を家族と同定（identify）するかという

「境界の定義」であり，近代家族を相対化する概念・枠組みである（上野千鶴子、2003：9）」。
2 図１の作成に当たっては，棚橋の示す市民的資質の構造（棚橋健治、2007a：28）を参考に
した。
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まず「社会構造の理解」は，展開 1，2 の社会構造についての知識と展開 3 の枠組みについ
ての知識，展開 5，6（1）の社会問題についての知識を獲得することである。これらの知識を
「具体的・個別的」，「抽象的・一般的」を両軸に段階的に分けると「具体的・個別的」度合
いの強いものから、展開 5，6(1)→展開 1，2→展開 3 とならべることができる 。
次に，「価値判断」は，自らの信念を具体化するための思考過程を指す。それは展開 4，展
開 5(2)・6(2)で主に見られる。つまり，展開 4 では，生徒が「ファミリィ・アイデンティティ」
の概念を使いながら，自らの価値観を具体化する場面であり，展開 5，6(2)は，展開 1～4 と展
開 5，6(1)の知識を用いながら，自らの価値観を通して吟味する場面といえる。このように考
えると「社会構造の理解」とは，生徒が獲得，もしくは表明しなければならない 知識の獲得に
関わるものであり，図 1 の網掛けの部分にあたる。また，「価値判断」とは，「社会構造の理
解」に関する知識を用いて自らの価値観を具体化し，吟味することに関わるものであり，図１
の中に矢印の部分にあたる。これらの学力が終結部においてに完成することが期待されている
のである。では，終結部においてどのように 完成するのかを見てみよう。

表 2．終結部で期待される学力
展開

社会問題

授業の活動

5

社会 に 存在 する
「家族」の状況

(1)社会問題の把握

6

日本全体 の 財政
状況

(1)社会問題の把握

(2)見解の表明

期待される学力
の側面
社会構造の理解

示された問題状況に対して、展開
1～4 の知識を踏まえ、自らの意見
を述べることができるか ？

(2)見解の表明

価値判断
社会構造の理解
価値判断

終結部の展開 5･6 はそれぞれ扱う対象は異なるが，「（1）社会問題の把握」と「（2）見解
の表明」の 2 つの段階に分かれているという 点で構成は同じである。まず，展開 5 では，考え
るべき社会現象として，社会に存在する「家族」の状況を示し，問題点を把握させる「社会問
題の把握」の段階がある。次に，「現状の制度は改善すべきだろうか？それとも，改善する必
要はないだろうか？」と問いかけ，表現させる「見解の表明」の段階がある。同様に，展開 6
では，考えるべき社会現象として，日本全体の財政状況を示し，問題点を把握させる「社会問
題の把握」の段階，そして，これらの現状を支えている制度の妥当性を問い，その答えを表現
させる「見解の表明」の段階がある。
これらのことから，展開 5，6 までに生徒は以下の点まで到達していることが必要となる。
① 社会問題の生じうる社会の背景にある制度について理解している
② 社会問題の生じうる社会について理解している
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③ 資料を読解することができる
④ 自らの見解を表現できる
①～③は「社会構造の理解」であり，④は「価値判断」である。このうち，しかし，③は図
や表などを適切に読み取る能力であり，④は，文章表現力・発想力・構想力・論理的思考力・
応用力・分析力・批判力に含む能力である。
では，展開 5 で必要な①～④は，単元のどこで，どのように示されたのだろうか。それを示
したものが以下の表 3 である。

表 3.展開 5 において生徒に求められる学力
展開 5 において生徒に求められる学力の側面
「価値判断」の
側面

「社会構造の理解」の側面
① 会問題 の 生 じう る 社
会 の 背景 にある 制度
についての理解（展開
1～4）

② 会問題の生じうる
③資料読解能
社会現象について
力
の理解（展開 5(1)）

④自らの見解を表
現できる能力

展開 5(1)

○

―

○

―

展開 5(2)

○

○

○

○

（展開 5 を事例にした）

まず，展開 5（1）を行うためには，展開 1～4 までの知識の獲得（①）と提示される資料を
読解する能力（③）が不可欠である。この展開 1～4 までの知識が，展開 5（1）で提示される
資料の解釈（②）をする際の手助けとなる。つまり，展開 5（1）で授業者が想定した社会問題
の対象と成りうる現象（日本では制度を前提としていない「家族」が増加しているという状況
にあること）の理解を可能とする。
次に，展開 5（2）を行うためには，展開 1～4 の知識（①）と展開 5（1）の知識（②から導
かれた解釈）が必要となる。しかし，それだけでは、授業者の解釈から抜け出せず，生徒の信
念を保障することが難しい。そこで資料を読み取る能力（③）が身についていることを 前提と
し，それまで示してはしていないが ，見解を形成するために有効な資料の提示を行う。これら
の過程を経て，本単元のねらいである社会現象についての生徒なりの見解の形成が可能となる。
では，①～④について，どのような評価方略を通して，その形成を保障すればよいのだろうか 。
以下では，展開 5 の評価方略について考察する。なお，展開 1～4 の「①社会問題の生じう
る社会の背景にある制度についての理解」に対応する評価方略については別稿で論じた（井上
奈穂、2008）ため，①は定着済みであることを前提に，展開 5 の評価方略を示す。
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２．評価方略の実際
1）評価方略の役割
展開 5(1)(2)は，社会現象についての理解の表明と自らの意見の表明を行う。このような学
習に対する評価方略として，展開 5(1)，展開 5(2)それぞれの段階で学習を支援する評価ツー
ルとして設定した。それぞれの評価ツールの役割は次の通りである。
まず，展開 5(1)では，「評価ツール(1)」を用いた評価方略を実施し，授業者が想定した社
会問題の対象となりうる現象（日本では制度を前提としていない「家族」が増加しているとい
う状況にあること）を理解し，それを表現するための支援を行った。次に，展開 5(2)では，「評
価ツール(2)」を用いた評価方略を実施し，生徒が自らの意見の表明するための支援を行った。
では，2 つの「評価ツール」を用いて，どのような評価方略を行うのだろうか。

2）評価方略の条件
「評価ツール」は，生徒が，社会的現象についての理解の表明と自らの意見の表明を行うこ
とを支援するものである。この生徒が自らの意見を表明するまでの過程を「客観的なデータと，
主張しようとしている結論を結びつける理由づけを見つける過程」と捉えると図 2 のようにモ
デル化できる。

図 2.「主張」の構造

図 2 は，論理的な「主張」を３つの要素（事実，結論,推論）から捉えたものである。「主
張」は，客観的なデ－タに裏付けられた 1 つもしくは複数の事実からなる「事実」とそこから
導かれる「結論」そして，「事実」と「結論」をつなげる「推論」で構成される3。
3図

2 に示した「主張」の構造は，足立（1984）を参考にした。
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展開 5(1)(2)は，社会事象について何らかの主張をまとめるという点では，共通しているが，
展開 5(1)は，授業者が用意した社会事象についての教育内容の表出が求められ，展開 5(2)で
は，生徒自身の価値判断に基づいた判断の表出が求められている。このことから，生徒に対し，
展開 5(1)では，問いに対する答えが 1 つに想定されている「解答」行為が求められ，問展開
5(2)では，問いに応じて自分の考えを示す「回答」行為が求められている。
では，「解答」と「回答」の違いをどのように区別させるのか。以下，評価ツールの実際を
通して，「自ら課題を見つけ，自らの考えを表現させる」ための評価方略を見ていこう。

3）評価方略の実際
① 評価ツール(1)の構成
展開 5(1)では，授業者の想定している学習内容を再構成し，解答することが求められる。想
定される解答は以下のように想定される。

【模範解答】
資料１にみられるように ，一般世帯平均人員 は 1940 年まで増加しているが，1940 年を境に減少している。
このことは，資料 2 の 1955 年以降の人員別世帯数の減少からも裏付けられる。また，資料 3 にあるよう
に，この資料 1，2 にみられる傾向は，世界的なものであり，特に，日本と韓国は急激な減少が見られる。
急激な減少の中身は，資料 4，5 から推察される。つまり，資料 4 から，現代の日本の総世帯数の中で，
最も割合が高いのが一般世帯であること，その中でも，二人以上世帯で「住居と生計を共にしている人の
集まり」のほうが，三世代以上世帯よりも多いことが分かる。このことから，日本の世帯の大半は 2 人以
上世帯であることが推察される。同様の傾向は，資料 5 の家族類型においても見ることができる。つまり，
「親族世帯」の割合が高いものの，その内訳をみると 1980 年と比べて明らかに単独世帯が増えてきてお
り，核家族全体が減少傾向にあること，また，男親と子とも，女親と子どもといった世帯が増えているこ
とからも分かる。つまり，三世帯以上世帯が以前より減少しているのである。
以上のことから，日本の世帯規模の縮小の背景には三世帯以上世帯の減少があると推測される
資料 1．一般世帯平均人員 の推移，資料 2．人員別世帯数割合 の推移，資料 3．世帯規模縮小の国際比較，
資料 4．一般世帯と施設等の世帯の数と人数（2000 年概数），資料 5．世帯の家族類家別一般世帯数 －全
国

この模範解答を図 2 の「主張」の構造に当てはめたものが表 4 である。表 4 では，模範解答
を「事実」，「結論」の要素に分け，それらの要素をつなげるための生徒の解答行為との対応
関係を示したものである。
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表 4.評価ツール(1)に含まれる主張の要素
事実

結論

資料 1 より，一般世帯平均人員 は 1940 年までわずかに増加し
ているが，1940 年を境に減少していることが分かる。

日本の世帯規模 は縮小して
きており，その背景には三世
帯以上世帯 の減少があると
推測される。

資料 2 より，人員別世帯数は，1955 年以降，人員数が減少し
ていることが分かる。
資料 3 より，世帯規模は世界的に減少の傾向にあり，中でも
日本と韓国は急激な減少が見られる。
資料 4 より，世帯の中で，最も割合が高いのが一般世帯であ
り，その中でも，2 人以上世帯で住居と生計を共にしている
人の集まりのほうが，三世代以上世帯よりも多いことが分か
る。

推論

資料 5 では，家族類型では，親族世帯の割合が高いが，1980
年以来,単独世帯が増加の傾向にある。また，核家族が減少傾
向になる中で，男親と子とも，女親と子どもといった世帯が
増えていることが分かる。

ア．資料の読み取り
イ．共通する言葉の抜き出し

ウ．結論の確定

表 4 に示すようにこの模範解答は，「日本の世帯規
模は縮小してきており，その背景には三世帯以上世帯
の減少がある」を「結論」とし，その根拠となる 5 つ
の事実によって構成されている。
このような模範解答を引き出すために生徒は，
「ア．
資料の読み取り」，
「イ．共通する概念の抜き出し」，
「ウ．結論の確定」活動を行う。以下，それぞれにつ
いて見ていこう。

ア．

資料の読みとり

5 つの事実の中から，資料 2 を例に「資料の読み取
り」の具体を示そう。資料 2 では，「人員別世帯数割
資料 2．人員別世帯数割合 の推移
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合の推移」を示したものである 4。図表のタイトルから，世帯を構成する人数の変遷を示した
ものであり，何が，いつ，どのような変化をしたのかを読み取ることができる。また，この変
化は，今回の場合,増加もしくは減少のように数の推移を示す言葉によって示されることにな
る。そこで,核となる事実を伏した文章を示すことで,読み取るべき事実を明確に示すことが出
来るようにした。結果,次のような事実を読み取ることが期待されている。

資料 2 より，人員別世帯数から，1955 年以降，人員数が減少していることが分かる。

下線部は,核となる事実である。このように定型を作ることで,生徒の文章力に左右されず,
図表の読解を行わせることが可能となる。

イ．

共通する言葉の抜き出し

事実を読み取ることができても ,それらの関連性に生徒が気付くことができなければ ,学
習内容を完成させることは出来ない。そこで,5 つの事実についての記述を並べたとき,キーワ
ードとなる概念が共通する「言葉」として見つけるように設定した。評価ツールの場合は,「世
帯」という言葉がキーワードとなる。

ウ．

結論の確定

読み取った事実を共通する「言葉」を中心にまとめていくことによって ,結論が確定する。
この場合では,「日本の世帯規模は縮小してきており,その背景には三世帯以上世帯の減少があ
ると推察される」という結論が確定する。

エ．

評価ツール(1)の実際

これらア～ウの段階が評価ツールではどのように具体化されているのかを見てみよう。
まず，「グラフの一つ一つだけでなく，並び方にはそれなりの意味があります。グラフに共
通する「言葉」を発見し，その言葉の様々な説明がグラフに書かれていると思って読みましょ
う」と【解き方】（「①グラフ中の言葉を使おう」
，「②全体像の把握」）というリ－ド文が
示されている。これは，個々のグラフから読み取るミクロな視点とグラフ全体から読み取るマ
クロな視点の両方を意識させるためのものである 。ア～ウを行う前に全体像を把握させること
を意図している。そして，「プリントにあるグラフに共通する言葉は何ですか？」という共通
4

湯沢（2003：15）より抜粋した表である。
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する言葉を読み取らせる問いを通して「イ．共通する言葉の抜き出し」を行わせ，次に，かっ
こ埋めを通した個々の図表の読み取りを通した「ア．資料の読み取り」が設定されている。ア，
イを評価ツールで確認した後，「ウ．結論の確定」を行う。これらの一連の活動を通して，「事
実」と「関連性」そして，「結論」を意識させ，先ほどの模範解答が完成するのである。

展開 5(1)の評価ツール(1)

グラフの一つ一つだけでなく、並び方にはそれなりの意味があります。
グラフに共通する「言葉」をまず発見し、その言葉の様々な説明がグラフに書かれていると思って読み
ましょう。

【解き方】
①グラフ中の言葉を使おう。
②全体像の把握。
例：増加している・減少している・○○年を境に増加（減少）している・○○と△△は多い（少ない）。
ポイント･･･微妙に異なる場合は「～傾向」という言葉が便利！！
③②のあとに、細かいに違いを書く。

＊プリントにあるグラフに共通する言葉は何ですか？・・・・（
資料 1：
（
）は，
（
）年まではわずかに（
）しているが，（
てきていることが 分かる。
資料 2：
（
（
資料 3：
（
（
資料 4：
（
も（
り多い。
資料 5：
（
が（
（

）は，
）年以降，（

）が（

）は，（
）に（
）では，急激な（

，

）の中で，もっとも割合が多いのが，（
）で（

）

）を境に（

）し

）してきていることが 分かる。
）の傾向にあり，その中でも特に
）が見られる。

）である。また、その中で
）のほうが（
）よ

）では，
（
）の割合が高いが，１９８０年以来，
（
）
）の傾向にある 。また ，（
）が減少傾向 にある 中で、
，
）といった世帯の増加が見られる。
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② 評価ツール(1)による評価方略
評価ツール(1)による評価方略は次のようにまとめられる 。

○「事実」の選択により，「結論」を限定する。
○「事実」と「結論」の関連に気付くよう「言葉」に着目するよう指示する。
○ 資料から読み取るべき「事実」が明確になるよう，文章を定型化する。

以上のような評価方略を行うことにより，授業者の想定している学習内容を解答として表現
させることが可能となると言える。
① 評価ツール(2)の構成
展開 5(2)では，生徒自身の価値判断に基づいた回答を示すことが求められる。
評価ツール(2)は，「現状の社会保障制度は改善すべきだろうか？それとも，改善する必要
はないだろうか？について，提示されている資料に基づき判断しなさい。また，その判断の理
由を説明しなさい」という課題と，資料 6～16 から成り立つ。生徒はこの課題に答えるために，
まず，
課題に対する自分なりの結論と提示されている資料 6～16 から読み取れる事実を確定し，
自らの価値判断に基づいた回答としてまとめるのである。
この過程を経て形成された回答は，生徒それぞれに多様であり，展開 5(1)のように確定はで
きない。しかしながら，同様の課題に対し，様々な論者が存在し，社会的に批判・検討され，
一定の評価を受けているものも多い。それらは模範回答とみることができよう 。以下の表 5 は
「社会保障制度」に対する識者の見解をまとめたものである 。

表 5.「社会保障制度 」に対する識者の見解
制度に対する結論

識者の見解

改善する必要がある

＜Ａ＞日本の世帯規模は縮小してきており，その背景には三世帯以上世帯の減少がある。
日本では，婚姻により「女性」の労働条件が厳しくなる傾向がある。そのため，女性が結
婚をしないもしくは子どもを産まないという選択をすることが多く，結果，世帯規模が縮
小につながっていると 言える。
例えば，資料６は，各国の女性の年齢別労働力率を比較したものであるが ，日本はアメリ
カ，スウェ－デン，ドイツと比べて 30 代の女性の労働力が極端に少なく，40 代になると
20 代と同様のレベルに戻る傾向にある。しかし，資料７にあるように，日本の年齢別男女
間賃金格差は年齢が上がるほど高くなる傾向がある。これは，結婚，出産のため，離職し
た女性たちの再就職先が，20 代のころのものとは異なることを意味する｡また，資料８を
見てみると，女性の短時間雇用者数は増加傾向にあり，2000 年には現在，1053 万人中，754
万人と高い割合（約 70％）を占めている。このことから，女性の再就職先のほとんどは賃
金の低いパ－ト労働になっていることが 推測される。
現行の税制や社会保障制度では，世帯の中で，主たる収入のあるもの／ないもの（103 万
円以下）が区分され，このことが所得税や社会保障制度の適応上大きな意味を持つ。つま
り，制度上，収入のある男性と収入のない女性の世帯が優遇されており，結果，性別役割
分担が固定化され，女性の働きにくい環境を作っているのだといえる 。社会に潜在的に存
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在する女性の労働力を有効に生かすことは，これからの高齢社会で労働力が不足すること
を考えると重要であるといえる。
よって，現行の制度を世帯規模の減少に対応できるよう改善し，女性の労働をより働き
やすい環境をつくることが必要であるといえよう 。
＜Ｂ＞日本の世帯規模は縮小してきており，その背景には三世帯以上世帯の減少がある。
日本では，「世帯」を構成する主たる生計維持者への負担や依存の割合が大きい。そのた
め，その負担を世帯規模の縮小で軽減しようとする傾向が伺える。
例えば，主たる生計維持者が亡くなった場合，遺族年金が支給されるが，その配偶者がな
くなった場合は支給されない。配偶者の死亡による経済的な損失は補償されないのである。
また，主たる生計維持者がリストラなどで収入がなくなった場合，家族そのものの生活の
維持が難しくなる。このような現行の制度では，主たる生計維持者になりやすい「男性」
の負担の労働に対する負担が大きくならざるを得ない。男性は，資料９にあるように，女
性より男性の自殺率が高く，1991 年のバブル崩壊以後，さらに，増加している。また，資
料 10 に見られるように，休日出勤も多く，また，資料 11 に見られるように長時間労働に
なる傾向が見られる。1995 年より 2000 年の労働時間が増えていることから ，その傾向は
今後も続くであろう。また，このことから，主たる生計維持者としてのその責任が女性以
上にかかっており，その傾向は今後も続くことが予想される。
よって，現行の制度を世帯規模の減少に対応できるよう改善し，男性にだけ負担がかかる
ような制度を変更することが必要であろう。
＜Ｃ＞日本の世帯規模は縮小してきており，その背景には三世帯以上世帯の減少がある。
資料 15 に見られるように，伝統的結婚観が多様な結婚観を許容するものへと変化し，また，
資料 16 に見られるように，結婚に対して個人重視の傾向が見られる。このことから，意識
の面で，「世帯」という単位でくくられることへの 違和感が広がっており，このことが世
帯規模の縮小へとつながっていると 言えよう。この意識の変化は，40 代，50 代にも見られ
る。例えば，資料 12 にあるように 1960 年代は，離婚は若年層がその多くを占めていたが，
現在は，伝統的な結婚観が強いとされていた 40 代，50 代でも多く見られるようになった 。
現行の制度は，「結婚後は，夫は外で働き，妻は家庭を守るべき」という価値観を前提に
している。そのため，意識が変化してきているにも関わらず，資料 13 にあるように女性が
家事を中心に担わざるを得ない。これは，資料 14 にみられるように 既婚／未婚，子どもの
有無に関わらず，男性の「家事」の時間はあまり変化していないことにもつながる 。意識
の面での変化に現行の制度が対応しておらず，むしろ，よりよい「家族」の構築をむしろ
妨げている。
よって，現行の制度を改善し，意識の変化に見合った制度へと変更する必要があるといえ
よう。

改善しなくてもよい

＜Ｄ＞日本の世帯規模は縮小してきており，その背景には三世帯以上世帯の減少がある。
しかしながら，出産によって，一旦は職を離れなければならない 女性より，男性のほうが
継続的に雇用でき安定した労働者であるといえる｡そのような男性が外で働き，女性を扶養
し，女性はその特性に合わせ，家庭内で育児や介護を行なう。このことが制度で保障され
ることにより，我々は安定した生活を築けるのではないだろうか 。
資料 10 に見られるように，家事時間の男女格差は，それだけ男性が，家族を経済的に支え
るために努力している証拠であり，ゆえに，資料 11 に見られるように仕事の時間が必然的
に増えるのである｡資料 12 に見られる離婚率の変化も，男性が仕事，女性が家事という役
割分担が，夫婦間の確執をうみ離婚が増えたというより，若者の安易な結婚が離婚率を高
めていると見たほうが妥当であろう。
現行の制度はこれからの高齢社会を支えるためにはなくてはならない 家庭内の絆の基礎と
なっている。よって，現行の制度は維持，強化し，男女の特性を生かした社会の構築を目
指す必要があろう。

資料 6．各国女性の年齢別労働力率（1996），資料 7．日本における年齢別男女間賃金格差 （1997），
資料 8．短時間雇用者（週間就業時間 35 時間未満の者）の数及び構成比の推移―非農林業―，資料 9．自殺率の推
移（人口 10 万対），資料 10．男女有職者の仕事時間の推移，資料 11．有職者の仕事時間量分布の変化（％），資
料 12．妻の年齢別離婚件数百分率 ，資料 13．男女の家事時間の推移，資料 14．20 代～30 代男女有職者の「労働」
時間（週，1995 年），資料 15．結婚観の多様化傾向，資料 16．結婚をめぐる個人重視の傾向
(識者の見解は，社会保障制度についての議論を踏まえ，授業者がまとめたものである )
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この 4 つの模範回答を図 2 の「主張」の構造に当てはめたものが表 6 である。表 6 では，模
範回答を「事実」，「結論」の要素に分け，さらに「結論」を「改善すべき」と「すべきでな
い」の 2 つに分けたものである。さらに，それらの要素と生徒の回答行為との対応関係を示し
ている。

表 6. 評価ツール(2)に含まれる主張の要素
結論（例）
事実
改善すべき
資料６から，日本の女性に関しては,10 歳台の労働力率は他の先進国に比べて低いこと，
20 歳台後半から 30 歳台前半に一旦低下するが，30 歳台後半以降の労働力は上昇する傾向
にあること，高齢者の労働力率が他国に比べ高いことが分かる。

現行の制度を
改善し，女性
の労働をより
働きやすい環
境をつくるこ
とが必要であ
るといえよ
う。（Ａ）

資料７から，日本では，年齢が進むほど,男女間の賃金格差が大きくなっていることが分
かる。
資料８では，短時間雇用者全体に占める女性の割合は年々高くなっており，2000 年には 7
割を超えていることが分かる。
資料９では，自殺率は総じて男性のほうが高い。女性も 1995 年まで男性と平行して推移
してきたが，それ以降では，女性は横ばいになっていることが分かる。

現行の制度を
改善し，男性
にだけ負担が
かかるような
制度を変更す
ることが必要
であろう。
（Ｂ）

資料 10 では，男性の仕事時間数については，オイルショックを経た 1970 年から 75 年に
かけて，減少していること，また，85 年をピ－クに減少しているが，95 年以降平日を中
心に若干増加傾向にある。一方，女性の有職者の仕事時間は男性の有職者の仕事時間数と
比べ，全体的に少ないものの，傾向としては，男性有職者と似通った動向が見られる。
資料 11 では，平日の仕事時間量の分布を 1995 年と 2000 年で比較すると，男性有職者で
は 10 時間以上働く層のみ増加しているのに対し，女性有職者では，4 時間以下の層と 8
時間以上働く層の 2 つが増加しており，2 極化傾向にあることが分かる。
資料 12 では，1950 年では年齢層の若い夫婦の離婚が多く，年齢が進むにつれて，右側に
鋭く落ちるカ－ブを描いていた。しかし，1975 年，1997 年では，ピ－ク時の年齢が高く
なる傾向があり，あとのカ－ブも緩やかになっていることが分かる。
資料 13 では，家事時間の経時変化を見ると，男性が増加傾向にあり，若干ではあるが，
その差が縮まりつつあることが分かる。
資料 14 では，男性の家事時間は妻の就業，子どもの有無による影響が少ないことが分か
る。
資料 15 では，1992 年と 97 年を比較すると，多様な結婚観を重視する傾向へと変化して
いることが分かる。しかしながら，伝統的な結婚観である「結婚したら子どもは持つべき
だ」「男女が一緒に暮らすなら結婚すべきだ」といった価値観に対して賛成する意見の方
が多い。これに対し，「結婚後は，夫は外で働き，妻は過程を守るべき」という価値観に
関しては，反対の意見の方が多いことが分かる。

推論

現行の制度を
改善し，意識
の変化に見合
った制度へと
変更する必要
があるといえ
よう。（Ｃ）

資料 16 では，1992 年と 97 年を比較すると，結婚は，夫婦・家庭重視であるという考え
方から，個人重視を重視する傾向へと変化していることが分かる。

エ．結論の確定

オ．事実の確定

カ．事実の選択

キ．自らの結論をまとめる
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表 6 に示すようにこの 4 つ模範回答は，「改善すべき」として，「現行の制度を改善し，女
性の労働をより働きやすい環境をつくることが必要であるといえよう（Ａ）」，「現行の制度
を改善し，男性にだけ負担がかかるような制度を変更することが必要であろう。（Ｂ）」，「現
行の制度を改善し，意識の変化に見合った制度へと変更する必要があるといえよう 。（Ｃ）」
と，「改善すべきでない」として，「現行の制度は維持，強化し，男女の特性を生かした社会
の構築を目指す必要があろう。（Ｄ）」の 4 つの「結論」で構成されている。また，それぞれ，
資料 6～16 から読み取れる 10 つの「事実」が対応している。このような模範回答を引き出す
ために生徒は，「エ．結論の確定」，「オ．事実の確定」，「カ．事実の選択」，「キ．自ら
の結論をまとめる」活動を行う。それぞれ見ていこう。

エ．結論の確定
展開 5(2)では，生徒の価値判断に基づいた回答を形成しなければならない 。そのためには，
まず，「エ．結論の確定」が必要であり，これは全体の方向性を確認する段階である。

オ．事実の確定
次に，資料から読み取れる事実を確定する段階であり，「ア．資料の読み取り」に対応する
段階である。

カ．事実の選択
オで読み取った事実の中から，自らの結論の根拠として適切な事実を読み取れる資料を選ぶ
段階である。自らの価値判断を裏付ける事実を選択する段階といえる。

キ．自らの結論をまとめる
エ～カの段階を経て，事実と結論をつなげ，回答として完成させる段階である。

② 評価ツール(2)による評価方略
評価ツール(2)による評価方略は次のようにまとめられる 。

○より多様な模範回答を設定し，「結論」の幅を広げる。
○「結論」を確定させ，それを裏付ける「事実」を選択させる。

以上のような評価方略を行うことにより，生徒の価値判断に基づいた回答の形成が可能となる
と言える。
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３.「自ら課題を見つけ，自らの考えを表現させる」ための評価方略
展開 5 で行われた評価方略の分析から，「自ら課題を見つけ，自らの考えを表現させる」た
めの評価方略をまとめてみよう 。

○「主張」構造に基づく評価場面の設定
○「解答」と「回答」の違いを意識した評価ツールの構成
○ 生徒自身の意見の幅を保障する授業場面の設定

授業者が想定している学習内容が確定している場合は，資料から読み取れる「事実」を意図
的に選択することにより，学習内容に対応する「解答」の表出を行わせ，その定着を確認した。
一方，生徒自身の価値判断をさせる場合は，取り上げた問題に対する複数の識者の見解を分析
し，それらを支える「事実」を読み取れる資料のみを示すことにより，生徒から多様な意見が
出る可能性を保障し，多様な「回答」の表出が可能となった。このような評価方略により，理
論的には，「自らの課題を見つけ，自らの課題を表現させる」ことが可能となると言えよう。
しかし，これらの評価方略は，生徒に「自ら課題を見つけ，自らの考えを表現させる」上で
有効と言えるだろうか。次は，その有効性を，授業実践「制度について考えよう」の追試によ
って得られた学習成果の分析を通して検証してみよう。

Ⅳ. 評価方略の検証
1. 全体的な傾向
評価方略の有効性を検証するために，2011 年度に鳴門教育大学で実施した授業実践「制度に
ついて考えよう」を受けた学生の回答の分析・検証を行う。授業を受けた 14 名の学生は，社
会保障制度についての理解を確認したのち，展開 5(1)(2)を行った。そのうち，展開 5(2)の回
答を取り上げ，評価方略の有効性を検証する。
以下，表 7 では，Ａ～Ｏで示された個々の学生の選択した「資料」と「結論」との関係を示
したものである。これを見ると，「改善は必要」が 11 名と偏りが見られるものの，資料 1～16
の資料のうち 3～4 程度選択して,回答を完成させておいり，学生が選択した資料には偏りが見
られないことが指摘できる。このことから，「結論」は同じでも根拠として選択している事実
が異なることから,生徒自身の持つ見解に基づいた回答がなされていると言える。なお，今回，
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資料 9 を選択した者はいなかった。資料 9 は，「自殺率」の増加が読み取れるグラフである。
そのため，学生に身近な事例ではなかったことがその 要因と考えられる。

表 7.学生の回答
学生

資料

結論

Ａ

資料 7，6，8，12

Ｂ

資料 6，7，8

Ｃ

資料 7，8，11，13

Ｅ

資料 10，11，13

Ｆ

(資料 1，3）資料 7，8

Ｇ

資料 6，8，15，16

Ｈ

資料 7，8

Ｉ

(資料 1）資料 6，7，13

Ｊ

資料 6，8，15，16

Ｋ

(資料 1）資料 8，11，13

Ｌ

資料 6，13，14

Ｍ

資料 11，13，15

Ｎ

資料 10，11，13

Ｏ

資料 8，12，15，16

改善は必要（11 名）

改善は必要ない（3 名）

２.個々の生徒の回答
展開 5(2)において学生が作成した回答のうち，特徴的なものを示す5。まずは，「改善は必
要ない」という結論を導いた回答を見ていこう。

（学生 1）
私は制度を見直すことはまだ早いのではないかと思う。その理由としてまず「家族」が多様化したとして
も労働の実状はたいして変化はないからである 。資料 10 を見ると女性有識者の仕事時間は減少している
ことは確かであるが，平日に限定するとそれほど増減はしていない。つまり，平日の労働者は大きく増減
はしていない。また，資料 11 でも，女有職者の変化はそれほどなく，資料 13 の家事時間の推移の変化も
大きくはない。以上のことから，「家族」が多様化している現状ではあるが，昔と比較して大きな影響が
出ているとはいいにくいと 考える。よって，制度を見直すのはまだ早いと思う。

下線部にあるように，この回答では冒頭に結論とその理由を述べ，それらを支える根拠とし
て資料から読み取った事実が挙げられている。また，資料から読み取った事実だけでなく，な
5

回答は原文のままである。
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ぜ，そのような変化が起きているのかについての 考察（「「家族」が多様化している現状では
あるが，昔と比較して大きな影響が出ているとはいいにくいと考える」）が述べられている。
以上により，学生自身の回答がより説得力のあるものとなっている 。
では，次の回答を見てみよう。

（学生 2）
「家族」の多様化の進行に対し，制度を見直すべきではないと考える。資料 8 から分かるように女性の
短期間雇用者が増えていることから ，働きに出ている母親も多くいると考えられる。その中で都会に近
いところに住むことが多くなるので，地方出身者であれば，核家族となることは仕方のないことである 。
また，資料 15，16 で分かるように結婚に対してもかつてのような 概念は無くなってきている。また，資
料 12 にある離婚件数の変移を見ても，離婚する時期のピ－クがどんどん遅くなってきていることから 片
親と子どもというのも増えてきている。なので，そのような多様な「家族」というのが存在するのは仕
方のないことではないか 。制度上，有利にしたいのであれば ，そのように住むことが出来るよう調整す
べきである。今の税制上，不利となる核家族・共働きは収入もその分，他の「家族」より多いので，そ
こは負担を求めるべきである。

この回答も学生 1 の回答と同じく，冒頭で結論が述べられている。そして，
“多様な「家族」”
の存在を認めた上で，核家族や共働きの世帯に対する負担が増えることについての 自分なりの
考察を述べている。下線部はその考察である。
このように，学生 2 の回答は，反対意見が想定されたことでより説得力のあるものとなって
いる。
では，次に「改善は必要」という結論を導いた学生の回答を見てみよう。

（学生 3）
制度を見直すべきであると考える。資料 6 によると，日本の女性は 20 歳台後半から 30 歳台前半に一旦低
下するものの，他の年齢層では高いことが分かる。このことから，女性の労働力を必要としていることが
伺える。資料 8 においても短時間雇用者に占める女性の割合も増加傾向を示しており，女性の労働力を不
可欠とする状況であると理解できる。また，資料 15，16 からは多様な結婚観，個人重視を支持する傾向
が強まっていることがみてとれる 。家族の在り方や夫婦，離婚の在り方について，その多様性，個人主義
が求められる傾向にあると考えられる。これらのことにより ，制度を見直し，より様々な家庭の在り方に
柔軟に対応する制度としていくことが 求められていると考える。さらに検討に当たって，日本が今後どの
ような家庭像を理想とすべきかについても 考えられるべきである 。

この回答でも学生 1 の回答と同じく，冒頭で結論が述べられている。その後，資料から読み
取れる事実をもとに根拠を述べた上で，下線部に示すように，この問題を解決する上で，考え
るべきこと（「日本が今後どのような家庭を理想とすべきかについても 考えられるべきである 」）
を提示している。これにより，学生の回答がより説得力のあるものとなっている 。また，次の
回答を見ていこう。
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（学生 4）
制度を見直すべきである。近年，片親世帯の増加が見られる。しかし，男性と女性との間には資料 7，8 か
ら分かるように賃金格差や就業形態の格差（女性の短時間雇用の増加）が見られる。子どもを養うと言うこ
とになると一定の収入がなければ，適切な教育や生活を与えることは出来ない。そのため，考えられる制度
としては，女性の正社員雇用枠を定め，女性の昇進を認めるような制度や環境作りを行うことが挙げられる。
そのような制度が出来れば，女親と子どもの世帯でも男親同様に子どもを育てることが出来ると考える。

この回答でも学生 1 の回答と同じく，冒頭で結論が述べられている。その後，資料から読み
取れる事実を根拠として述べた上で，下線部にあるように，制度の改善案を示している。この
ような改善案が示されることにより，学生の回答がより説得力のあるものとなっている 。
ここで取り上げた 4 人の学生の回答には，①「結論」が明確に示されており，② 資料から
読み取れる根拠となる事実が示されており，③ 説得力を持たせるための工夫（反論を想定し
た記述，問題解決の方向性についての記述，改善策についての記述）を見ることができた。こ
れらは，より説得力のある「回答」にするための学生自身の工夫であり，「自ら課題を見つけ，
自らの考えを表現させる」ことができた結果といえる。
以上のことから，資料に基づいて推論させるという表現活動を行う際，評価ツールを用いた
評価方略が有効な手立てであることを指摘できる。

Ⅴ. 社会系教科における評価方略開発の意義

本稿では，評価ツールの活用という形で，「自ら課題を見つけ，自らの考えを表現させる」
ための評価方略を示した。従来，日本の社会系教科では，社会認識の中身についての議論が中
心であり，形成過程そのものに着目した研究が少なかったといえる。しかし，形成過程への関
わりを評価方略という形で具体化することで，社会認識とその形成の関係を明らかにすること
ができた。評価方略の開発は，「よい授業」の追試につながり，結果，社会系教科の授業その
ものの改善にも寄与すると言えるのではないだろうか 。
また，現在，韓国や日本では，社会保障制度だけでなく，様々な制度に対する問題点が指摘
され，制度そのものの在り方が問われ，教育現場においてどのように 扱うべきかの議論が行わ
れている 6。その意味では，制度について理解し，また，その制度に対し，生徒が「自ら課題
6

カン・ウンソン（大邱教育大）は「我が国はすでに高齢化社会に突入し，2018 年になると

707 万名（14.3％）の高齢社会に，そして 2026 年には，超高齢社会に変化すると予想されてい
る。特に，高齢化社会で高齢者たちの健康，生計，余暇，孤独感などの個人的レベルの問題と
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を見つけ，自らの考えを表現させる」ための方法の開発が求められている。本稿で示したのは，
日本の社会保障制度を題材としているが，韓国の制度についても，同様の評価方略を開発する
ことは意味のあることと言えよう。
生徒が，何もせずして課題を発見し，表現することができれば ，このような評価方略は必要
ではない。しかし，現実はそうではない。限られた時間の中で適切な学習ができるように，授
業者がどのような場を設定し，手立てを行うか。その論理が求められる。
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社会系教科における評価方略の開発と検証－単元「制度について考えよう」を事例に－

Abstracts

The conditions necessary for conducting a
lesson on social studies：
A Case of the lesson on the topic “the social security system”

INOUE Naho
Naruto University of Education

This study was aimed at investigating the conditions necessary for conducting a lesson
on social studies. The subject in this study was one of the teaching methods used in social
studies lessons for the topic “social security system”. This teaching method had the
conditions necessary for giving students the opportunity to express their own opinions.
The following conditions necessary for students to express their own opinion in a lesson
on social studies:
(1)Set up the lesson on the basis of the structure of “explanation” and “essay”.
(2)Set up the lesson in such a way that ensures that the student’s broadly express their
own opinions.
Finally, this study was verified the applicability of the teaching method and the teaching
material.

Key Words : Social Studies, Teaching methods, Teaching materials
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