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【特集】

「プロジェクト TKJにおけるパフォーマンス評価実践の展開

特集目次

羽山裕子 2012年度プロジェクト TKにおける小学校第 1学年算数科単元「ひきざんj 実践

－多様な表現手段を認めるパフォーマンス評価の在り方一

奥村好美 2013年度プロジェクト TKにおける小学校第5学年算数科単元「面積j実践

ーパフォーマンス評価が単元の指導に与える影響一

鄭谷心 2013年度プロジェクト TKにおける小学校第3学年算数科単元「重さj 実践

一「活用j を生み出すノ号フォーマンス評価の有効性一

京都市立高倉小学校と京都大学大学院教育学研究科

教育方法学講座「田中研究室」との連携による共同授

業研究「プロジェクト τX」は、 2003年度から始まり、

2013年度で 11年目を迎えました。本特集は、 2012年

度、 2013年度の共同授業研究の成果を記すものです。

プロジェクト τxで、本格的にパフォーマンス評価

に取り組むことになったのは2010年度のことです。そ

して、 2011年度からは、パフォーマンス評価は高倉小

の校内研究組織である算数科研究部会（以下、算数科

部会）全体で実施されています。 2012年度・ 2013年度

においても同様に、算数科部会ではパフォーマンス評

価が授業に取り入れられてきました。

2012年度は、6月 14日の全体研究会に向けての単元

「高倉小学校をグラフで表そう【折れ線グラフ】」、 9

月 11日の「ながさせんたい くらべるんじゃー【おお

きさくらべ（ 1）】」、 11月 9日の研究発表会に向けて

の単元「けいさんかみしばいをつくろう【ひきざん

(2）】Jおよび「だまし絵を作ろう【面積】」の主に4

つの単元の授業づくりに大学院生たちは関わりました。

続く 2013年度には、 6月 13日の全体研究会に向け

ての単元「図形クイズを作ろう【合同な図形】」、 9月

13日の全体研究会に向けての単元「かさあてゲームを

しよう【かさ】J、12月 6日の研究発表会に向けての単

元「だまし絵を作ろう【面積】Jおよび、「重さランキン

グを作ろう【重さ｝」の主に4つの単元の授業づくりに

iv 

大学院生たちは関わってきました。

本特集は、こうした活動をもとに執筆された 3つの

論文から構成されています。 1つめは、 2012年度の一

年生の単元「ひきざん」と「ながさくらべ」を通して、

多様な表現手段から子どもの理解を確かめるようなパ

フォーマンス評価のあり方を考察しています。

2つめは、2013年度の取り組みの全体像を示しつつ、

単元「面積Jに焦点をあてて、パフォーマンス評価を

取り入れることで単元における指導にどのような変化

が生じるのかを考察したものです。

3つめは、 2013年度に行われた単元「重さJ実践に

着目し、子どもの思考・判断・表現の中身を捉えるた

めに、「活用」を生み出すパフォーマンス評価の有効性

を検証したものです。

以上の論文から、共同授業研究において教師と大学

院生が、模索しつつもどのような活動を行ってきたの

かを感じ取ってもらうことができれば嬉しく思います。

最後になりましたが、門田真澄校長先生をはじめと

する高倉小学校の教職員のみなさま、高倉小学校の児

童のみなさん、田中耕治先生、西岡加名恵先生、石井

英真先生をはじめ、「プロジェクト TKJを支えてくだ

さったみなさまに心よりお礼申し上げます。

2014年春

執筆者一同



教育方法学講座紀要「教育方法の探究」執筆要綱

1）編集委員会の構成について

2003.1.16 （作成）

2006.12.11 （修正）

2014.1.15 （改訂）

編集委員会は、京都大学大学院教育学研究科・教育方法学講座の教授、准教授、講師、

助教によって構成される。

2）執筆者の資格について

論文の執筆資格に関しては、原則として、教育方法学講座に在籍する教員および博士後

期課程の大学院生とする。ただし、修士課程の大学院生、研修員、日本学術振興会特別研

究員などで、特に教員の推薦がある者については、編集委員会の承認を経て、執筆するこ

とができる。

3）執筆枚数について

論文の執筆枚数は、原則として、出来上がり 8ページ（400字詰め原稿用紙 40枚程度）

以内とする。書評は 2ページ（400字詰め原稿用紙 10枚程度）以内とする。

4）執筆テーマについて

論文の執筆テーマについては、広く教育方法学に関わるものであれば特に制約を設けな

い。基本的に、各自の専門テーマ（例えば、修士論文のテーマ等）以外で、あっても（例え

ば、書評、研究ノートなど）執筆可とする。

5）論文題目の提出について

論文題目については、指導教員と相談の上、各年度 12月最終週の月曜日までに編集委

員会に提出するものとする。

6）論文原稿の提出について

論文原稿については、指導教員による査読を経て、各年度 3月末日までに、電子化さ

れた文書ファイルとともに編集委員会に提出するものとする。
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