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学習者の内省を支援するデジタルポートフォリオの開発I

後藤康志● ・生田孝至

新潟県新津市立小合東小学校● ・新潟大学教育人間科学部

学習過程の振り返りと,自己評価の評価規準作りの支援を目的としたデジタルポートフォリオ

を開発し,授業で活用した.結果として,次の3点が明らかになった. 1)学習過程の振り返り

のために随時記述した「振り返りカード」を抽出・時系列表示することによって,学習者は学習

過程を見直し,適切なメディアの選択の必要性や,時間配分など自己の問題点を見いだすことが

できた. 2)相互評価により,自己の作品の改善点を見いだすだけでなく,他者による新たな見

方が自分にとって新たな評価規準として取り入れていく例が見られ,相互評価が自己評価のため

の評価規準作りを支援することが示唆された. 3)学習者を評価者として捉え,自分の書いた相

互評価コメントを年間レベルで比較し,見直すことによって,作品の良さをより具体的に指摘で

きるようになったことや,新たな評価規準を獲得したことを明瞭にできた.

キーワード:自己評価.相互評価,評価規準,デジタルポートフォリオ,メタ認知

1.　は　じ　め　に

Bl際化や惜報化などへの対応を目指す「総会的な学

習」が平成14年度より本格的に実施された.地域や

各学校の特色を生かしつつ,体験的な活動を重視した

り,問題解決能力の育成を重視したりした多様な「総

合的な学習」の実践が生まれてきている.その一方で,

「総合的な学w」の評価についても,様々な方法が提

案されつつある.個々の学習者が興味や関心に応じて

学習活動を展開する「総合的な学習」において,一人

一人がいかに活動し,どのような力を付けていったの

か,行動を詳細に観察したり,地域や保護者など多様

な視点からの評価情報を待たりする工夫が行われてい

る.

そういった「総合的な学習」の評価として注目を集

めている評価法の1つにポートフォリオがある.ポー
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トフォリオは学習者が自ら作成した学習計画や,自己

評価・相互評価カード,それまで収集した学習資料を

まとめたもので,学nl'i成果のみならず学F,J過程をも含

めることができる.教育現場における実践的な課題の

1つは, 「教師は,多様な学習活動を展開している一

人一人をいかに見取り.評価すればよいのか」という

ことである.ポートフォリオは,こういったニーズに

よくあっており,例えば佐々木(2001)は,現場教師

がある時点での収集物だけで評価する傾向があること

を指摘しつつ,縦断的な個人内評価を行うには,ある

時点における時系列での変容が分かるポートフォリオ

による評価が必要であるとしている.

しかし,ポートフォリオの恋我はそれだけではない.

加藤・安藤(1999)によれば.間題解決力の育成には

従来データや情報を収jklする力等の「科学的追求力」

が軟調されてきたが,それだけでなく問題解決のプロ

セスの全休を見過す九　すなわち「メタ認知力」が,

きわめて皿要になってくることを指摘する.教育現場

は「学m者自身が自己の学習を自己評価し,課題解決

の方法を改音していくには,いかなる学習活動が必要

なのか」という新たな課題に直面しているといえる.

こういった考えを受けて,珊者らは,子供自身が自己

の学習過程を振り返り, 「課題追求はどうであったか,

その方法でよかったのか」に気づいたり,自分自身の
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学習を自己評価する際の規準を持ったりすることがで

きるようになることを,学習者の内省と呼ぶ.本研究

は,この教育実践上の新たな課題を受けて,学習者の

内省を支援するデジタルポートフォリオの活用を提案

するものである.

では,学習者の内省にはどのような間脳があり,チ

ジタル化によっていかなる支援が可能になるのだろう

か.まず,学習過程の振り返りについてであるが,学

習のプロセスは,作品のように目に見える形では残ら

ない.そのため,大量の情報が収躯されているポート

フォリオの中から何らかの視点に基づいて,振り返り

に必要な情報を選択する必要がある.しかし,こうい

った経験が少ない学習者にとってこれは容易ではない.

このとき,ポートフォリオをデジタル化することによ

り,振り返りに必要な情報を落ちなく簡便に収集する

ことができれば,学習者は内省に専念することができ

る.

次に,自己評価のための評価規準作りの問題がある.

自己評価においては,子ども自身が評価規準を持つ必

要がある.これまでは,評価規準を教師が与えてきた

のだが,それでは自己主導的な学習とはいえない.こ

のとき,教師や友達による相互評価データの持つ意味

は大きい.小田(2001)は,自己評価の本当の意味は

「他者による　r意外なj見方に触れることによって起

こる修正・改訂という作業」であるとし,相互評価の

重要性を強調する.例えば「友達の作品を見て,分か

りやすいと思うところ,こうしたらもっと分かりやす

くなると思うところを教えてあげましょう」というよ

うに限定した場面において,学習者同士が相互評価デ

ータを活発に交換しあうことができれば,自分の作品

作りの参考になるし,友達の作晶を評価するときの見

方も探まるであろう.言い換えれば自己評価の規準作

りの支援となり得る.こうして作られた規準は, 「次

の学習で到達すべき目標」となりうる.ここでもポー

トフォリオをデジタル化する意味は大きい.友達に対

して相互評価コメントを瞬時に配布することはもちろ

A,自分が友達に書いたコメントを回収したり,以前

書いたコメントと潰新のコメントを比較・対照したり

もできる.これによって,評価者として自分の持って

いる評価規準を別な角度から捉え起すことができる.

学習過程の振り返りや,自己評価の規準作りをどの

ように行っていくかという課題に対して,様々な提案

がなされている.例えば岡田・正司(2001)は,課題

解決型学習において自己評価と相互評価を手がかリに,

軌こ自己の学習を深める分散Webポートフォリオシ

ステムを提案している.寺西(2001)は,自己評価デ

ータや相互評価データ,那)キュラム改聾のためのデ

ータを,児童生徒の学びに関わった人々と共有する共

同ポートフォリオとして開発し,振り返りの力を育て

る上で有効な方法であったと報告している.また,余

日(2001)は,スタディノートと呼ばれるデジタルポ

ートフォリオに「子情報」という相互評価コメントを

加える機能を装備し,実際に相互評価・自己評価を行

わせている.これらの研究を通して,自己評価・相互

評価の機能が明らかになりつつある.しかし,子供自

身が自己の学習過程を振り返るためにどのような情報

に基づいて内省をさせるのか,相互評価をどのように

取り入れると子ども自身がどのような評価規準を持っ

に至るのか,という研究や,そのためにデジタルポー

トフォリオが備えるべき機能は何かといった研究は,

十分に¥.I:横されているとはいえない.

以上を受けて,本研究の目的はデジタルポートフォ

リオを開発し,次の3点を明らかにすることである.

①　学習過程の振り返りのために随時記述した「振り

返りカード」を抽出・時系列表示することによっ

て,学習者の学習過程を見直し,改善することを

支援することができたか.

②　相互評価コメントの配布によって,学習者による

作品の自己評価のための評価規準作りを支援する

ことができたか.

③　相互評価コメントの回収によって,学習者が評価

者の視点からの自分の書いたコメントを見直し,

評価規準をより明確に意識することができたか.

2.方　　　　　法

2.1.対象児童及び単元

対象児鼓は,新津市K小学校5年生26名である.

対象単元は5年生総合的な学習「新潟はどうして米ど

ころ?」及び4年生社会科「新津郷の開発」である.

2.2.開発環境及びシステム利用環境

開発にはMicrosoft Windows2000 server IIS 5.0,

Active server pages, Access2002, Visual InterDev,

DST BBSVer. 1.0.2を使用した.

学JS者のシステム利用環境としては, Windows

2000　server1台, Windol＼;s95コンピュータ5台,

llJindolvs2000Professionalコンピュータ3台,レー

ザープリンタ1台で,すべてLAN接続がなされてい

る.
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2.3.本研究における学習者の内省

一本研究では,学習者の内省を,学習過程の振り返り,

絶品の自己評価の規準作り,自己評価の規準の明確化

という3点から捉える(表1)・

一・第一に,学習過程の振り返りでは,学習過程全体を

漫麺したときに,課題追求の方法はどうであったか,

壷をの方法でよかったかについて検討する・振り返りの
手がが)となるのは,自分がどのような疑間を持ち,

妄三二　　二芸霊宝- ^~C--c z-三三
ji

である.そこで, 「学習のめあて」, 「分かったこと」,

「疑問」 「困ったこと」などを随時書き留めた「振り返

-ド」を手がかりとした自己評価を位置づける.

l第二に,作品の自己評価のための規準作りについて

である.子ども同士の活発な相互評価が期待できるま

竿と

一つ

つぅ

干拓
:Iを

めの作品の発表の場において, 「伝えたいことがは

きり分かる作品にするにはどうすればよいか」とい

点から相互評価を行う.相互評価データとしては,

品の良くできている点や,改善のためのアドバイス

記述した「いいとこさがし・アドバイスカード」を

串いる.相互評価データを参考にして,自己評価を行

う.

1第三に,評価規準をより明碓に意識するために,評

坤者の視点から「自分が他者の作品をどのような評価

規準を用いて見てきたのか」を振り返る.作品につい

表1学習者の内省の内容と方法

内　容　　　　　　　方　法

学習過程「課題追求はどうであ「振り返りカード」に

の振り返　ったか」 「その方法で　基づく自己評価

り　　　　よかったのか」

作品の自「伝えたいことがはっ「いいとこきがし・ア

己評価の　きり分かる作品にす　ドバイスカード」に

漫準作り　るにはどうすればよ　基づく相互評価

いか」　　　　　　　相互評価を活かした

自己評価

評価者の「友達の作品を評価　評価者としての「い

観点から　するとき,自分はど　いとこさかし・アド

の評価規　のような規準で評価　バイスカード」の再

準の明確　してきたか」 「以前と　検討による自己評価

化　　　比べ,どんなコメン

トができるようにな

ったのか」
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ての相互評価・自己評価を過し,子どもは作品を評価

する規準や,観点を雄得していく.友達に配布した

「いいとこきがし・アドバイスか-ド」を再度回収し,

以前と比べてどんなコメントができるようになったの

かを振り返り,自分の用いた評価規準を別の角度から

検討する.

2.4.デジタルポートフォリオの概要

本研究におけるデジタルポートフォリオの概要を図

1にまとめた.

デジタルポートフォリオは,学習資料や「振り返り

カード」,相互評価コメントなどを若様したデータベ

ースと,それらの情報を抽出・表示するインターフェ

ースで構成される.まず,学習過程の振り返りに関し

ては,抽出と並べ替えの機能が役立つ.ポートフォリ

オには多くの情報が蓄接される.振り返りに必要な情

報を抽出できないと,子どもは自分の学習過程の全体

を見直すことが困難となる.デジタルポートフォリオ

では, 「振り返りカード」だけを抽出し,時系列で並

べ替えることが瞬時に行えるので,学習者は学習過程.

を振り返ることに専念できる.この機能を「概念マッ

プ機能」と呼ぶ.

次に,相互評価データを手かかりとした作品の自己

評価のための規準作りについてである.デジタルポー

トフォリオでは相互評価コメントを瞬時に子どもに配

布できる.これにより,他者による相互評価コメント

を参考にして,自己評価の規準を作るという活動が展

開できる.この機能を「相互評価データの配布機能」

と呼ぶ.

更に,デジタルポートフォリオではこういった相互

評価データを瞬時に回収することが可能である.相互

評価データを複数の単元で数年にわたって蓄接してお

き,回収・比較するのである.これにより「評価者と

デジタルポートフ* リオ
朋 の抽芸 柑 白

T - 9 ^ - * インターフェース

学習琵料.学習ff育
学習ifi flll:閑わる

t スキャン蝣(ft '.-ど rtE り返 りカー 事V ■且の振り返りt X ti
千

振り返りカI ド
ドj (rte 出 . ♯示

るf- 仲

(et含 1 ツプt& 能). めあて、分かつた

こと、回ったこと
,r y

他者からの相互"
沓 コメン トの抽 自己一事佃の規Z, 作りを文揺

する作付
相互押葡コメント

出l* 示
(相互.f包データ丘三布蝕能)

. 他者からの押卓コ

メント

. 他者への押缶コメ

也* への相互ita

コメントの抽出.
押立有の叫点からのけ血塊

ント R t
w <n 明斗化t 文t- するt-

(相互押缶ヂータ回収tA 能)

図1デジタルポートフォリオの概要
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表2　デジタルポートフォリオと紙メディアの比較

デジタル　　　　　　紙メディア

ポートフォリオ　　　ポートフォリオ

条件による「振り返りカード」 「振り返りカード」

抽出　　　　だけの抽出が可能で　だけを抽出するこ

あり.学習過程を谷　とは手間がかかる.

易に見直せる　　　　見落としが生じる

並べ替え　　時系列,種類別など　基本的には時系列

自由

相互評価デ　配布,回収が瞬時に　一度配布したら,

-タの配布　行える　　　　　　　回収はできない

と回収　　　評価側にも評価デー　評価者には評価デ

タが残る　　　　　　-タが残らない

相互評価デ　複数年度の評価デー　原則として単年度

-タの蓄棟　タも比較可能

して自分が人をどのような見方で評価してきたか」と

いう,評価者の観点からの評価規準の明確化を支援で

きる.この機能を「相互評価データ回収機能」と呼ぶ.

こういった機能を紙メディアと比較してみよう(秦

2).紙メディアでは抽出や並べ替えといった機能が使

えないため,学習者は振り返りに専念できないばかり

か,必要な情報を見落としてしまったり,たまたま目

に付いた情報にとらわれてしまったりすることが考え

られる.また,相互評価に付等紙などを使った場合に

は複数単元・複数年度にわたるデータの蓄積・回収は

困難である.

2.4.1.概念マップ機能

学習過程の振り返りの支援のための概念マップ機能

について模式的に示したのが図2である.学習者は,

学習のテーマから出発して,学習計画,めあて,見つ

けた学習資料そのもののスキャン画像やリンク情報,

そこから分かったこと,感想,新たな疑問などをポー

トフォリオにファイルしていく.また,図3に示すよ

うに学習過程の振り返りのために必要な情報だけを抽

出し,時系列で表示することもできる.

2.4.2.相互評価データ配布・回収機能

相互評価データ配布機能は,披評価者の氏名を条件

としてWeb禍示板の記述を検索することで, 「自分

の作品に対.して,他者からどのように評価がなされた

か」を表示する.相互評価データ回収機能は,静価者

の氏名を条件として抽出することで, 「自分が他者に

対してどのような評価をしたのか」を表示する.前単
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図2　ツリー表示

ZISZME月

E≡コE≡コ巨=]巨≡:三∃ E∃巨≡∃ E亘】
図3　細山・時系列表示

図4　使用したデジタルポートフォリオの画面例

元や,前年度の単元の相互評価との比較は,抽出の条

件に単元名を加えることで可能である.図4に,実際

にデジタルポートフォリオとして利用したWeb掲示

栃の画面例を示す.

2.5.振り返りを位置づけた単元構成

単元の概要は, 「新潟はどうして米どころ?」につ

いて課題別グループで調べ,文化祭絵合発表会で発表

し,その後,学習のまとめの個人作品として大隅

(2001)の提案しているディスプレイポートフォリオ

を手昏きで作成し,デジタルポートフォリオに取り込

むというものである(全40時間).学習過程の振り返

りは,単位時間レベルでは,授業開始前は「学習のめ

あて」,授業後には, 「わかったこと」「困ったこと」

「疑問」 「めあて」といった具合に,随時「振り返りカ



ード」に記入する.単元レベルでは,帯紙した「振り

返りカード」を手がが)に-学習過程の振り返りを行

う.このとき・教師も助言を加える・

作品の自己評価の規準作りは,単元終末に作品を相

互評価し会う場を設定し・ 「いいとこきがし・アドバ

イスカード」を記入し,それを手がが)に自己評価を

行う.

食後に,評価者の視点からの,作品の評価規準の明

確化を行う.ここでは,前年度の相互評価コメントと

最新のそれとを比較する年間レベルの振り返りを位置

づける.

2.6.評　　価

①　デジタルポートフォリオの抽出・時系列表示を手

がかりと_した振り返りによって,学習者の学習過

程の改善を支援することができたかを, 「振り返

りカード」の記述内容,抽出児童の観察記録,敬

師と児童の発話記録から評価する.

②　デジタルポートフォリオの相互評価コメントの配

布によって,作品の自己評価のための規準作りを

支援することができたかを, 「いいとこきがし・

アドバイスカード」, 「振り返りカード」の記述内

容,抽出児童の観察記録,教師と児童の発話記録

から評価する.

③　デジタルポートフォリオの相互評価コメントの回

収と年間レベルでの比較によって,評価規準をよ

り明確に意識することができたかを, 「いいとこ

きがし・アドバイスカード」, 「振り返りカード」

の記述内容から評価する.

3.結果　と　考察

3.1.学習過程の振り返りの支援

5年生総合的な学習「新潟はどうして米どころ?」

を対象単元とした,概念マップ機能による学習過程の

振り返りについて分析する.システム利用についてで

あるが, 「振り返りカード」-の記述は授業開始前・

開始後とも各5分程度をとり20回程度行った.コン

ピュータの台数の制限から, Web掲示板への打ち込

如こついては教師が代行した.学習過程の振り返りの

時間は1時間設定し,システムを利用して必要な情報

を抽出し,印刷した上で個々の振り返りと教師による

助言を行った.

3.1.1.適したメディアの選択の必要性に気づいた例

丁児は,調べ学習ではインターネットやCD-ROM

教材を用いることを好む児童である.何の調べ学習で
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ち,まずインターネットで検索,と考える傾向があっ

た.5年生総合的な学苧_? 「新潟はどうして米どころ?」

では, 「新潟の米に関する民話調べ」をすることにな

った. T児の抽出・時系列表示の一部は,表3のよ

うになる.なお,記述内容は下に行くほど新しい.

初めはインターネットで検索を繰り返し,米に関す

る民話が見つからないと記述している.これは地域の

インターネット情報がまだ充実していないためと思わ

れる.それが一転して「昔話がたくさんある」という

記述に変わっている.蝉元終末に,表3の内容を手か

かりとした学習過程の振り返りを行った. T児の

「振り返りカード」の記述は表4のようになる.

T児は,当初インターネットにこだわって米に関

する民話がなかなか見つけられなかった.米に関する

民話という地域情報は,インターネットにはまだ十分

にない,という認識はなかったといえる.

T児自身,学習過程の振り返りで,これに気づい

ている.表4にあるように, 「本で調べてみたら,た

くさん関係するものが多く見つかった」のであり,そ

の結果, 「米に関する民話が少なかった」のが, 「新津

に昔話がたくさんある」になっている. T児は図再

の中から竜に雨乞いをした民話などを見つけ,市役所

の発行する郷土マップなどで実際にその井戸の位Wを

調べたり,民話を簡単な紙芝居として表現したりする

活動につなげている.

このT児の振り返りを見て,教師は確認のために,

「最初は民話が少なかったんでLl?　でも次はたく

さんあるになっているよ.どういうきっかけでそうな

ったの?」と切り返した.これに対してT児は, 「あ

表3 「振り返りか-ド」の抽出・時系列表示

本やインターネットで調べる(めあて)

米に関する民話が少ない(困ったこと)

新津に昔話がたくさんある(分かったこと)

表4　学習過程の振り返り(括弧内筆者補足)

本やインターネットでよく調べた

前半には何も資料がなかったが,後半になって

から資料がでてきた

新潟のやつ(民話)とあわせて二十柾類以上も

(民話が)あった

本で調べてみたらたくさん関係するものが多く

見つかった
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め, (新津)市史が見つかってから」と答えている.

つま.り,情報収集のためには通したメディアを選択す

る必要があることに気づいたと考えられる.

3.1.2.情報収集の過程全体を見直し,次回への改

鞍点を兄いだした例

K児は,もともと見通しを持って調べたりまとめ

たりする能力の高い児童である. 「新潟の米を使った

加工食品」について追求していた.表5は,その「振

り返りカード」の抽出・時系列表示である.

表5を手かかりとして,学習過程の振り返りを行っ

た.これに対する「振り返りカード」の記述は,表6

のようなものであった.

K児は普段から意欲的であり,その分,いろいろ

なアイディアが生まれ,がんばりすぎて範囲を広げす

ぎてしまう児童である.教師は, K児自身が全体の

時間からできる範囲はこれだけ,という見通しを持つ

表5 「振り返りカード」の抽出・時系列表示

新潟県の米からできた有名な食品の数をK社

で調べる(めあて)

ヨーグルトを作っている(分かったこと)

K社が日本初のヨーグルトを作った? (分か

ったこと)

インターネットで見られないところがある(困

ったこと)

新潟県の米からできた有名な食品を作っている,

新潟県を本社としているところ(めあて)

米からできた食品(めあて)

ベビーフードでも米からできた食品があった

(分かったこと)

K社で使っている米は全部新潟の米(分かっ

たこと) (実際は誤り・筆者注)

どんな米からできたのか(めあて)

新潟県にはけっこういろいろな本社がある(分

かったこと)

A社本社はどこにあるか(めあて)

K社の米はどこの米か(めあて)

文化祭での総会学習発表の反省(振り返り)

表6　学習過程の振り返り

もう少し　調べる畳を少なくすれば, 1つのこ

とをもっとたくさん調べられたかもしれない

もっと,いろんなところの会社が米を使ってい

ることが分かったらよかったと思う
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ことができれば,内容をもっと深められるのに,と考

えていた.かといって教師のほうから「時間も限られ

ているし,もう少し範囲を絞って深く調べたら?」と

指示することは, K児のせっかくの意欲を摘み取っ

てしまうようにも思われた.

このような実態かノち, K児自身が「調JTる丑を少

なくすれば, 1つのことをもっとたくさん調べられ

た」という振り返りをしたことは,教師としては意外

であった.教師は,これを受けて「ああ,調べる畳か

多すぎた.うん,それ,ここ(表5)でいうと,どこ

でそう思った?」と問いかけてみた. K児は「ここ

(発表の反省)」ということであった.文化祭での総合

学習発表会を指していた.調べた内容全体を見直した

結果,ゴールとなる発表会までの期限を考えると,直

前になって調べる内容が多すぎたことに気づいた,と

振り返っている.この事例から, K児は学習過程の

振り返りを通して自分の情報収集の問題を見つけだし,

次回への改善点を兄いだしたと考えられる.

3.2.作品の自己評価の規準作り

調べ学習のまとめとしてディスプレイポートフォリ

オを作成し,作品に対する「いいとこきがし・アドバ

イスカード」に相互評価コメントを書かせた.デジタ

ルポートフォリオに入力した相互評価コメントを2次

元(評価者×被評価者)のマトリクスで表したのが表

7である.縦軸が被評価者,横軸が評価者となる.披

評価者の軸で見ることで,自分の作品にどのような評

価が寄せられたかを知ることができる(相互評価デー

タの配布).また,評価者の軸で見れば,'自分が友達

に対してどのようなコメントをしたか振り返ることが

できる(相互評価データの回収).システムは, 「いい

とこきがし・アドバイスカード」 -の記述で1時間,

相互評価データの配布とそれに基づく「振り返りカー

ド」記入で1時間利用した.

3.2.1.相互評価コメントの全体的な傾向

相互評価コメントの全体的な傾向を把握するために.

全員の記述内容を評価規準のカテゴ1)一毎に分類した

のが表8である.これらは,単に観点と呼ぶのがふさ

わしい両もあるように思われるが,ここでは一応,演

準と呼んでおく.どのカテゴリーが多く記述されてい

るかを見るために出現頻度をカウントした.相互評価

を初めて行った4年生時の「新津郷の開発」コメント

と, 1年後に行った「新潟はどうして米どころ?」の

それを比較しながら見ていく.

カテゴリー毎に度数の多いものを見ると, 「内容の
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衷7　5年生「新潟はどうして米どころ?」における相互評価コメントの例(評価者×披評価者)

肝 価 者

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 H

披

秤

価
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1
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表8　作品の評価規準のカテゴ1)-と出現度数

作品の評価規坤の

カテゴ リー

相互評価 の具体的内容

* は改啓意見

5 年生 「新潟はどうして米どころ ?」における相互評価 4 年生 「新津郷の開発」における相互評価

紀述例 度数 記述例 度数

内容の伝達に関わるもの 内容がよ く分か った (無洗米の) 良いところ, 悪いところが奮い
てあ り, 信用 してはいけないことが分か る

53 分か りやす くて参考になる 25

調べ方に関す るもの 調査 . 見学を行 ったのはよい 新潟ふるさと村まで行って調べるなんてスゴイ 8
テーマ と内容の整合性に
関す るもの

テーマ と内容が整合す る 収穫祭というテI マにあっていた. 集中して調べていた 15 米のことが中心になって轄いてある 1
* テーマ と内容が整合 しない ちょっとテ- マ とちが う 2

考 え, 予想, 調べ方, 結
栄, まとめ とい う記述の
形式

自分の考え, まとめをむいている 分か ったことや まとめが具体的でいい 21 説明や まとめが分か りやすい 8
* 課堤卜 反省をまとめにi'i:くべ 自分の考 えたことを先に書いて, まとめ と

2き くらべ るとよい
* まとめが簡単すぎる, わが )にくい もう少 しまとめ をたそう 6

怖報の畳に関するもの
記述が盟to である

伝えたいコシヒカ リのイ如 、道や, 米 を使つ
43

字がいっぱい. くわし く叩いてあ
る 34た ものがちゃんとかいてあった

* 記述が不足 している
ち.つとくわ しく古こ う. ビデオのこ とがそ

のまま書いてある
10

写文や図表の用い方に関
す るもの

図表 . グラフを適切に用いた 米どころのグラフや臓位が詳しく正確に恥 、てある 56 絵 を写 し紙でちゃん とi蜂いてある 28
図表が盟to であ る 写n がいっぱいで分か りやすい ll 絵 を多 く使 っている 12
図表に解説が付いていたのでよい 写某に説明が伸すてあって, 値段がちゃんと掛 ーてある 15 説明が上手に古いてある 7

* 図表には解説が必要である 表以外に字で説明す るといい 2 写真だけはつてある 1
* もつと図表を多くすべきだ 表にする といい 13 1
* テーマ と関係 ない図表がある 関係 ない絵がある 6

記号の使い方に関するもの 記号が適切に使われている 値段の上が り下が りが ↑↓で分か りやすい 8

強調や見出 しなどに関す

るもの

見出しなどが強調されている 見出しがはっ きりしていて分か りやすい 47 見出 しがはっきりしている 12
* 見出 し . 強調はマーカー を利 見出しはマ- カーなどを使 うとはっ きりす

る ll用すべ きだ
色分けなどわか りやすさ

に関するもの

色分 けが してあ って良い 大事 なところにマー カーが引いてある 24 カラフルである 15
* 色分 けが必要である マー カー を使 うと良い 15

図表 . 字などの丁寧さ,
表記に関す るもの

洪字が 多い 洪字が多い 2 漢字を使 っている 1
字が丁寧ー適切な大 きさ, 読
みやす さだ

字が きれいで見やす い 16 字が きれい 16

* 字 を丁寧に, 適切 な大きさで
汚 くべ きだ

字 をていねいに 21 字 をていねいに 2

* 図表を杓'#;に沓 くべ きだ 棒 人間に しないといい ・1

表現上の工夫
クイズなど工夫 したのがよい クイズで教えていて, どんな人でも簡単に

分か るようになっていてよい 5 いろいろ工 夫している 4

マ ンガを入れたのが工夫され インタビューに行 ったこ とをマンガで表 し
5 家族で紹介 している 2ている ている

不適切な吾己述についての指摘 * 不明な用言潮 こ解説が ない 分か らない言薬がある 2 「もくだいお」 と書いていた . 1
ユニー クさについて 他の友達にない工夫がある ほかのメンバーが奮いていないことを描いている 3 個性的 5

その他の感想 記述内容に対す る感想など コシヒカ リを使 った食品がいっぱいあった
ので●今度 自分で も食べてみたい 3 全部参考 になる, すご くうまい 9

l本来拍嫡すべきではない点 l 内容に関連の薄い絵などへの賞賛 l l絵がかb いい ′18 /



伝達に関わるもの」, 「情報の丑に関わるもの(記述の

豊富さ)」, 「図表の適切な利別, r強調や見出しに関

するもの」, 「図表や字などのていねいさ」・ 「表記に関

するもの」が共通しており・いわば-訂した評価規準

となっている.しかし,記述例を見れば,同じカテゴ

リーでも,指摘の仕方が5年生では深まっていること

が分かる.例えば, 「内容の伝達に関わるもの」では

4年生時は「分力=)やすくて参考になる」と何を指す

のか分からないのに比べ, 5年生では「(無洗米の)

良いところ,悪いところが掛-てあり,信用してはい

けないことが分かる」というように具体的な内容が示

されている.

また, 4年生の時には気づかなかった観点からも評

価できるようになっている.例えば, 「テーマと内容

の整合性」や, 「記号の使い方」といった評価規準は,

4年生の時には見られない.

改薯意見やアドバイスができるようになっているの

ち,相互評価の具体的内容から見て取れる.表8中*

が付してあるものは改尊意見である.4年生では, 「図

表・字などのていねいさ,表記に関するもの(字をて

いねいに)」という指摘にとどまっているが, 5年生

では「色分けなど分かりやすさに関するもの」 「写其

やBl表の用レ-,方に関するもの」といった一目で分かり

やすい観点に加え, 「考え,予想,調べ方,結果,ま

とめという記述の形式」や, 「テーマと内容の整合性

に関するもの」についても徐々に指摘できるようにな

ってきている.

3.2.2.相互評価を参考にした自己評価の例

次に,他者による相互評価を参考にした自己評価に

ついて述べる.表9は,前述のT児について,受け

た相互評価コメントとそれに対する自己評価を一部抽

出し,評価規準毎に対比させたものである.まず「テ

ーマと内容の整合性」について, T児は友達から米

作りに欠かせない雨を降らせてくれる地蔵様について

の特徴や民話などの資料に基づいてまとめていること

を賞賛され, 「資料の使い方がうまくなった」と認識

している.この記述から,教師は「うまくなったって

どういうこと?」と切り返しているが, T児は「テ

ーマにあう資料が見つけられるようになった」と答え

ている.評価規準は,他者に対する相互評価コメント

を青くときにT児自身も使っている-ETい方である.

例えばT児は,農業機械について調べた子どもに対

Lて「写真を多く使って農業機械を説明しているので

まく分かる.テーマと合っている」とコメントしてい

Vol.26, No.3 (2002)

表9　相互評価を参考にしたT児の自己評価(括弧

内筆者補足)

「い い とこ さ が し . ア ド

バ イスカー ド」.

相互 評価 コメ ン ト

「振 り返 りカー ド」

自己評価

【テー マ と内 容 の 整 合 性

に関す るもの】

民 話 を集め て, 地 蔵様 の (テ ー マ に あ っ た) 資料

特徴 を書 いて い るか ら,

テーマ に あって い る

の 使 い方 が うま くな った

【考 え, 予 想 , 調 べ 方, ま

とめ とい う記述 の形 式】 考 え と予 想 を奮 くこ と を

自分 の考 えが あっ てい い 覚 えた. 意味 の わか る ま

反省 が 書 いて あ る. 自分 とめ をか け た. ま とめ は

の考 えが書 いて あ ってお 結構 番 い たつ も りだ った.

もしろい. ま とめ を も う け ど, もつ と書 くよ うに

少 したそ う す る

【情 報 の量 に関す る もの 】

民 話 につ いて詳 し く奮 い 脊 くiil , ペ ー ジ (字 をい

てあ った つば い粥 くよ うに な った.

民 話 を 26 個 も調べている ペ - ジ数 が増 えた)

【図表 . 字 な どの丁 寧 さ,

表 記 に関す る もの】

マ ンガ を利 用 して いて わ マ ンガ を もつ とちゃん と

か りや す い. マ ンガは棒 見て ほ しか っ た.

人間 じゃな くて,地 蔵様 を 棒 人 間 ではな く,ちゃん と

奮 い た方 がわか りや す い した桧 をか こ うと思 った

る.このことから, 「良いディスプレイポートフォリ

オは,テーマにあった情報を集めている」という評価

規準を持っていると思われる.向様に, 「情報の量に

関するもの」, 「図表・字などの丁寧さ,表記に関する

もの」という観点からも他の子どもにコメントしてお

り,これらの観点はT児の中では良いポートフォリ

オを見分ける際の観点としてすでに定着していると考

えられる.

一方, 「考え,予想,調べ方,まとめという記述の

形式」については,友達に対する相互評価では1つも

見られない.いわば新たな観点である.今臥　賞賛と

改善の両方が寄せられたことで,本人自身も「意味の

分かるまとめが書けた」と鞍いている.今までもまと

めは書いていたものの,十分に内容を把捉せずに再い

ていたことを振り返っている.また,改尊意見に対し
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ても「まとめは結構書いたつもりだった,もっと尊く

ようにする」という改音の方向を自分なりに兄いだし

ていると思われる.

3.3.評価者の視点からの評価規準の明確化

次に,相互評価コメントの回収機能を活かした,秤

価者の視点からの評価規準の明確化について述べる.

システムは,相互評価コメントの回収で1時間,それ

に基づく「振り返りカード」記入で1時間利用した.

4年生時「新津郷の開発」に記述した,友達に対す

る評価コメントと, 5年生時「新潟はどうして米どこ

ろ?」のそれとを比較させ,以前と比べて友達の作品

を見る目がどのように変わったかを「振り返りカー

ド」に記述させた.この内容をカテゴリー化し,出現

度数をカウントしてまとめたのが表10である.

これを見ると,相互評価コメントの記述の量が増え

たことを,ほとんどの子どもが気づいている.次いで,

「どこがどのように分かりやすいか指摘できるように

なった」, 「4年生の時は視点が限られていた」, 「くわ

しく書けるようになった」ということに気づいている.

この「くわしく」の中身は,実際の相互評価コメント

と照らし合わせると,次の2つが考えられる. 1つは

作品に即して具体的な指摘ができるようになったこと

である.例えば,表8での「表現の工夫」では, 4年

生では「いろいろ工夫している」という記述であるの

表10 「以前と比べて友達の作品を見る目がどの

ように変わったか」の記述内容(一部)

記述内容のカテゴリー

記述の量自体が多くなった

どこがどのように分かりやすいか指摘できるようになった

4年生時は記述の畳自体が少ない

4年生時はテーマと関係ない絵をn賛していた

4年生時は書ける材料が少ない,視点が限られている

4年生時はくわしく書けなかった

くわしく書けるようになった

アドバイスを入れるようなった

4年生時はどこが分かりやすいか分からない

4年生時はどんな写文がよいのか具体的に分からか、

4年生時は自分刊恥、ているのに意味がよく分からない

4年生時はくだらないことがいっぱい啓いてある

参考にしたり,見習ったりできるようになった

タイトルとの整合性を見ることができるようになった

相互評価に漢字を多く使うようになった

多くの視点から書けるようになった

21

20

19

16

5

5

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

豊吉孟・*霊霊9A

¥ztt票岩音と三笠】

うに,読み手の立場から書いている.1つの評価の観

点について作品を注意深く見て,根拠を示しながら書二

いた記述といえる.

もう1つは,「新しい評価規準-の気づき」とでも

いえるものである.度数自体は少ないが,「テーマの

整合性を見ることができるようになった」という気つ:

きがある.度数の多い「4年生時はテーマと関係ない】

絵を賞賛していた」も,テーマとの関連という意勤fj
l

働いている.テーマとの整合性は,きわめて重要な評"i

価規準であるが,表8で見るように4年生の時にはほ'

とんど用いられていないのである.単に相互評価を行:
lい,自己評価するだけでは,テーマの整合性という評

価観点については明確にならなかったはずである.2-

回の相互評価コメントを比較することで,「以前より二

も作品を見る評価規準がどう変わったのか」がより明

確になったといえる.

4.まとめ

以上をまとめると,次のことがいえる.まず,学習.;

過程の振り返りのために随時記述した「振り返りカー

ド」を抽出・時系列表示することによって,学習者はl

学習過程を見蔽し,適切なメディアの選択の必要性や.

時間配分などの問題点を兄いだし,課題とすることが

できた.

次に,相互評価コメント配布機能によって他者によ.

る評価情報を得ることができ,より分かりやすくする

にはどうしたらいいかの改善点を兄いだしていった.

他者による新たな評価規準を自分にとって新しい見方

として取り入れていく例も見られ,システムが評価虎;

準作りを支援することが示唆された.

食後に,相互評価コメント回収機能によって学習者

が評価者の視点からの自分の奮いたコメントを見直す・

ことで,評価者としてより具体的な指摘ができるよう

になったこと,新たな評価規準を雄得したことを明瞭

にできた.

今後の課題として,概念マップ機能の改善を挙げる.

今回の研究では,経験が浅い学習者を対象としたこと

もあり,「振り返りカード」の抽出・時系列表示に基

づいて内省を行わせた.そのため,関係する学習資料

との関連が調べた本人以外にはよく見えない状況とな

った.ツリー表示はWeb掲示板の仕様上,どの記述

に対するレスポンスであるかと時間で書き込み位置が
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決定されるので,イメージマップのように思った場所

に書き込んでいくことが難しい.実際にマップ状に表

示できれば,書き込みも容易となり,関係する学習資

料等との関連も明らかになり,マップに基づく「学習

過程の相互評価」も可能となる.以上から,学習過程

の振り返りを支援するための概念マップ機能の改尊を

図り,さらなる実践を重ねていきたい.
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Summary

The purpose of this research is to develop a

Digital Portfolio System which supports children's

reflective-thinking. The writers developed and util-

ized the Digital Portfolio System, which has func-

tions that can extract and display the following

types of information. 1) Key information to deter-

mine and reflect on how children process informa-

tion, (for example, a difficult point when executing

a plan of study, newly discovered useful informa-

tion). 2) Information to help children discover

where they can improve in previously written

reports (mutual evaluation comments on a child's

own report from friends). 3) Key information to

help children develop their own self assessment of

their report (assessing their own comments given

about friends reports).

The following points were discovered as a result

of implementing the digital portfolio. 1) Children

can discover the problems in their own information

processing, (such as choice of appropriate media

and allocation of time) and are then able to try to

improve their own information processing. 2) Chil-

dren use the mutual evaluation comments from their

friends as a clue to try to improve their own reports.

3) Children evaluate their friends report in the same

way they were evaluated by their friends. Based on

this experience, they are able to develop by them-

selves their own standards for what makes a good

report.

Key Words: SELF-EVALUATION, MUTUAL

EVALUATION, STANDARD, DIGITAL PORT-

FOLIO, METACOGNITION
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