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2/402008/7/13

学校紹介

沿革 昭和１４年開設

校訓 質実剛健・自重自治

教育理念

ものづくり・人づくり・身体づくり

設置学科

機械システム科
機械テクニカル科
電気科
電子情報科
建築土木科
建築科
土木科
マテリアル科

生徒数 720
小松工業高校

石川県

3/402008/7/13

授業を構成する要素

生徒の活動

教材教師の活動

4/402008/7/13

授業改善とは

授業改善授業改善・・・「確かな学力」「確かな学力」の育成を目指し、
実践した授業を評価(いわゆる
授業評価)し、生徒観、教材観、
指導観を再吟味していくプロセス

生徒観：生徒の先行経験、先行学習の経過とレディ
ネス、学習到達度、予想されるつまづき等

教材観：単元の意義、全体に対する位置づけ、教
材としての特性等

指導観：教材観と生徒観をふまえ、単元をどう指導
するのかといった考え方

5/402008/7/13

豊かな人間性

確かな学力

健康・体力

確かな学力のイメージ

生きる力 基礎･基本

判
断
力

知
識
・
技
能

問題解決能力問題発見能力

表
現
力

思
考
力

学
ぶ
意
欲

学
び
方

引用
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/03100701.htm

［確かな学力］

6/402008/7/13

教師の営みと授業改善

Research
生徒を捉え

Plan

DoCheck

Action 授業を設計

分析・評価 授業を実施

改善

教師の営み

生徒観・教材観・指導観

学習の組み立て

授業の実践
生徒の見取り
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7/402008/7/13

指導と評価の一体化（形成的評価）

生徒 教師

働きかけ

分析･評価

調整･改善

日々の授業において

反応

8/402008/7/13

分析・評価の方法

生徒 教師（分析･評価ツール）

課題

小テスト

自己評価（振り返り）

アンケート

プロトコル

反応

9/402008/7/13

プロトコル分析

人の発話行動によって得られた言語的データを
詳細に分析することにより、認知過程における手
がかりを得る手法。

プロトコル
（発話･行動）

認知過程

学習の見取りに活用

観察法

探る探る

10/402008/7/13

なぜ書き起こすのか

「書き起こし」によって期待できる効果

データの一覧性

ビデオや録音テープなどの生データでは一覧性
がなく、通覧やデータの比較が困難。

理解の深まり

書き起こす過程により、被験者の内的な認知過
程を丁寧に追っていくことが可能になり、認知過
程に関する推論が可能になる。

11/402008/7/13

発話思考法（発話思考プロトコルデータ）

課題を達成する間に頭に浮かんだことをすべて、
声に出して語ること。システムやインタフェースの
問題抽出に利用される。

感覚入力バッファ 作業記憶 長期記憶

プロトコル

問題解決過程やつまずきの把握に活用

思考･判断

12/402008/7/13

単元

プロトコル分析を取り入れた分析・評価

授業

観察

プロトコル分析を活用した
形成的授業分析

授業

観察

授業

観察

授業

観察

発
話
思
考

発話思考プロトコルデータを
活用した総括的授業分析

単

授業

観察

授業

観察
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13/402008/7/13

形成的授業分析の例

日々の授業分析におけるプロトコル分析の活用

（実施例） 単元「C言語によるプログラミング」

多重ループ（九九の表）

課題 九九の表を作成するプログラムを作成しなさい。

[出力例] 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 4 6 8 10 12 14 16 18

3 6 9 12 15 18 21 24 27

4 8 12 16 20 24 28 32 36

5 10 15 20 25 30 35 40 45

6 12 18 24 30 36 42 48 54

7 14 21 28 35 42 49 56 63

8 16 24 32 40 48 56 64 72

9 18 27 36 45 54 63 72 81

14/402008/7/13

形成的授業分析（課題 九九の表）

開始

i,jの宣言

i=1,9,1

j=1,9,1

i*jを出力

j

i

終了

改行を出力

流れ図例 プログラム例

/* kadai6_10.c No.** Name #### */
#include <stdio.h>
int main( void )
{

int i, j;

for ( i = 1; i <= 9; i++ ) {
for ( j = 1; j <= 9; j++ ) {

printf( "%3d", i * j );
}
printf( "¥n" );

}
return 0;

}

15/402008/7/13

形成的授業分析（課題 九九の表）

開始

i,jの宣言

i=1,9,1

j=1,9,1

i*jを出力

j

i

終了

改行を出力

流れ図例 流れ図の効用

A：「何書けばいいが」
B：「全然わからんげんけど」
B：「スタートとエンドしかわからん

げん」
C：「何か書けばいいげん」
C：「そしたら、見えてくるげん」

とにかく考えるより、書いてみること、
わかるところから書いてみるというこ
とである。そうすれば、書かれたもの
から、解決法が見えてくる。

流れ図が単に問題の解法を表
す図式ではなく、人間の思考
を助ける道具となりうる

16/402008/7/13

形成的授業分析（課題 九九の表）

開始

i,jの宣言

i=1,9,1

j=1,9,1

i*jを出力

j

i

終了

改行を出力

流れ図例 処理と入出力の違い

１班目
D：「出来た」

（出力に対して処理の記号を用
いている）

２班目
（出力の図記号を指して）

E：「これって、処理でいいがじゃな
いが」

入出力処理は一般的な処理と
は記号を違えることを確実に
把握させることが求められる

17/402008/7/13

形成的授業分析（課題 九九の表）

開始

i,jの宣言

i=1,9,1

j=1,9,1

i*jを出力

j

i

終了

改行を出力

流れ図例 繰返し条件の記述

○ 回数型か条件型か
前判定か
後判定か

○ 回数型とした場合
変数 = 初期値，終値，増分値

または
変数 = 初期値～終値

繰り返し構造の図記号を説明
する際、図記号中に示す繰返
し条件の記述について、しっ
かり説明しておく必要がある

18/402008/7/13

総括的授業分析Ⅰ（第37回検定試験結果）
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19/402008/7/13

総括的授業分析Ⅰ（検定試験結果 問８）

20/402008/7/13

総括的授業分析Ⅰ（被験者の抽出）

21/402008/7/13

総括的授業分析の例 Ⅰ

単元ごとにおける発話思考プロトコル分析の活用
（実施時期） 情報技術検定試験受験後

（平成１９年１月下旬）

８ 次のプログラムは、出力結果のように記号＊を用いて三角形を出力す
るものである。 ① ～ ⑤ に適するものを記入しなさい。

[出力結果] △△△△△△△△△＊
△△△△△△△△＊＊＊
△△△△△△△＊＊＊＊＊
△△△△△△＊＊＊＊＊＊＊
△△△△△＊＊＊＊＊＊＊＊＊
△△△△＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
△△△＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
△△＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
△＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

△は、スペースを表す。

22/402008/7/13

総括的授業分析Ⅰ（発話思考法 問８ ST35）

23/402008/7/13

総括的授業分析Ⅰ（発話思考プロトコル）

出力結果 #include <stdio.h>
void main( void )
{

int p, j, k, m, n;

p=1;
for (j = 1; j <= ① ; j++){

k = 10-j;
for (m = 1; m <= ② ; m++){

printf(" ");
}
for (n = 1; n <= ③ ; n++){

printf ("*");
}
④ ;

p = ⑤ ;
}

}

△△△△△△△△△＊

△△△△△△△△＊＊＊

△△△△△△△＊＊＊＊＊

△△△△△△＊＊＊＊＊＊＊

△△△△△＊＊＊＊＊＊＊＊＊

△△△△＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

△△△＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

△△＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

△＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

24/402008/7/13

総括的授業分析Ⅰ（発話思考プロトコル）

出力結果
プロトコルから見えてきたこと

横方向の出力の仕方には考えが
至っていない

「表示の仕組み」に関する知
識・理解不足

「二重ループ」に関する理解不
足

プログラムをトレースし、動作
を考えようとする態度に欠ける

△△△△△△△△△＊

△△△△△△△△＊＊＊

△△△△△△△＊＊＊＊＊

△△△△△△＊＊＊＊＊＊＊

△△△△△＊＊＊＊＊＊＊＊＊

△△△△＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

△△△＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

△△＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

△＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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25/402008/7/13

支援に対する改善（案）

△＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

△△＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

△△△＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

△△△△＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

△△△△△＊＊＊＊＊＊＊＊＊

△△△△△△＊＊＊＊＊＊＊

△△△△△△△＊＊＊＊＊

△△△△△△△△＊＊＊

△△△△△△△△△＊

＿

26/402008/7/13

総括的授業分析Ⅰ（検定試験結果 問８）

27/402008/7/13

総括的授業分析Ⅰ（発話思考法 問８ ST04）

28/402008/7/13

01:06 k=10-jということは、うぅん。

01:16 これは、printfの空白を出力するのに、えぇ、関係しているので、つまりは、こ
れは0より下になりません。

01:28 えぇ、つまり、10引くj、これは・・・、マイナスにはできないので、jの値は10より
は大きくならないという考えができます。

01:44 つまり、jの、ここforの、jの限界値は、10（①の後ろに10と書き込む）。

02:02 次のforは、えぇ、m=1、m大なりイコール②。

02:09 ええ、先ほどいったように、これは、空白に絡んでくる数字だと思います。

02:11 えぇ、これを上一段から出力するとなれば、えぇ、このｊの初期値は1で、1つ
めのforで、えぇ、まずkは9になります。

02:21 で・・・、このforが繰り返されているときだけ空白を出力、つまり、ここ（②を指
し）の限界値の数だけ、その段数の空白を出力すると考えれば、うぅん、・・・。

02:42 つまり、ここでは、9回これ（制御変数mのfor文を指して）が繰り返されている
と考えます。

02:45 1段目、つまり、つまり・・・。

02:56 すぅ、つまり、k、k引くj、つまり、この時点では、1・・・を、は、9で。

03:03 1段目はこれでつじつまが合います。

03:06 ②は、たぶん、恐らく、k（②の後ろにkと書き込む）。

総括的授業分析（プロトコル①,② ST04）

01:06 k=10-jということは、うぅん。

01:16 これは、printfの空白を出力するのに、えぇ、関係しているので、つまりは、こ
れは0より下になりません。

01:28 えぇ、つまり、10引くj、これは・・・、マイナスにはできないので、jの値は10より
は大きくならないという考えができます。

01:44 つまり、jの、ここforの、jの限界値は、10（①の後ろに10と書き込む）。

02:02 次のforは、えぇ、m=1、m大なりイコール②。

02:09 ええ、先ほどいったように、これは、空白に絡んでくる数字だと思います。

02:11 えぇ、これを上一段から出力するとなれば、えぇ、このｊの初期値は1で、1つ
めのforで、えぇ、まずkは9になります。

02:21 で・・・、このforが繰り返されているときだけ空白を出力、つまり、ここ（②を指
し）の限界値の数だけ、その段数の空白を出力すると考えれば、うぅん、・・・。

02:42 つまり、ここでは、9回これ（制御変数mのfor文を指して）が繰り返されている
と考えます。

02:45 1段目、つまり、つまり・・・。

02:56 すぅ、つまり、k、k引くj、つまり、この時点では、1・・・を、は、9で。

03:03 1段目はこれでつじつまが合います。

03:06 ②は、たぶん、恐らく、k（②の後ろにkと書き込む）。

29/402008/7/13

03:38 この3番目は、*の数、1、3、5、7というふうに増えていくので、こういう数字を
作っていかなくてはなりません。

03:51 えぇと、そう考えると・・・。

03:55 ここの3で、jを、jは段数を表しているものと考えて・・・、えぇ、ここではjを使い
ます。

04:11 えぇっと、このままｊを使った場合には、ここ（制御変数jのfor文を指しながら）
が1の時点で、（出力結果を指しながら）ここは1。

04:18 それは、合いますが・・・。

04:20 二段目の時点で、ここが3となる。

04:23 これは、おかしいので・・・、えぇ、ここで。

04:28 ここで、えぇ、掛ける2（③の後ろに、j*2と書く）、とします。

04:33 それでは、ここが2、ここが4となってしますので、これより1多い形になります。

04:40 それでもおかしいので、ここはかっこをつけてマイナス１（③の解答を、(j*2）-
1と訂正する。

04:46 で、これで、1掛ける2は、2は2、それのマイナス1で１、2掛ける2は4、それの
マイナス1は3と、つじつまが合います。

総括的授業分析（プロトコル③ ST04）

30/402008/7/13

04:59 ④・・・、すぅ。

05:05 ④は・・・。

05:20 うぅん。

05:33 すぅ、うぅん。

05:50 うぅん。

06:20 うん、うん。

06:23 うぅん、・・・すぅっ、④番の空白と、⑤番の空白が、ちょっとわからないんです。

06:33 pが、pが全く絡んでいないので・・・、うぅん。

07:44 ちょっと、待ってよ、これ・・・。

08:02 ええ、いまはこことここです（④、⑤を指す）。

08:06 ふぅん。

08:08 〔どんなふうに解こうと思ってますか〕

08:10 ええ、とりあえず、この①、②、③、④、⑤、これを全て、意味のあるものにす
ることが、解答への、えぇ、まぁ、解答に近づくことだと思うのですが、このま
まだと、④と⑤が意味のない形になってしまうので、えぇ、それだとおかし
い・・・。

総括的授業分析（プロトコル④,⑤ ST04）
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31/402008/7/13

総括的授業分析Ⅱ（第39回検定試験結果）

32/402008/7/13

総括的授業分析の例 Ⅱ

単元ごとにおける発話思考プロトコル分析の活用
（実施時期） 情報技術検定試験受験後

（平成２０年１月下旬）
３ 次のＴフリップフロップによる回路の，タイムチャートを完成させなさい。

参考

Ｔフリップフロップは，Ｔ端子に立ち上がり信号（"0"→"1"）が入力されるた
びに，出力Ｑ（およびＱ）の状態が反転する。

Ｔ

Ｑ１

Ｑ１

Ｑ１

Ｔ

Ｑ２

Ｑ２

Ｑ２

Ｔ

Ｑ３

Ｑ３

Ｑ３

ＣＫ

33/402008/7/13

総括的授業分析Ⅱ（プロトコル ST01）

02:25 えっと、Q1バーが（2個目のT-FFの）クロックになるので、ええっと、
（Q1の一個目のパルスの立ち下がり部分を指しながら）ここの立ち下
がりの部分、ここを立ち下がり部分と考えて、（Q1のLowレベルの信号
を延長した後、Q1の一個目のクロックの立ち下がりのタイミングで、
Q2の立ち上がりの線を引く）

02:50 （Q1の2個目の立ち上がりのタイミングで、Q2の立ち下がりの線を引
く）

34/402008/7/13

総括的授業分析Ⅱ（プロトコル ST34）

02:31次は・・・（Q2へペン先を移動する）、また0から1に立ち上がるので・・・。

02:45 （Q1の一個目のパルスの立ち上がりのタイミングで、Q2の立ち上がり
の線を引く）

02:47 反転させます。

35/402008/7/13

02:53 うぅん、先に、（Q1の立ち下がりのタイミングまでHighレベルの横棒を
書き、ペン先を紙面から離す）。

03:02 1を通って、（Q1の信号の変化が）1から0なので、ここはまっすぐ行き
ます（Q2の信号をQ1の2個目のパルスの立ち上がりまで延長する）。

03:07 そして、（Q2の信号の変化が）0から1になるので、反転させます（Q1の
2個目のパルスの立ち上がりのタイミングで、Q2の立ち下がりの線を
引く）

総括的授業分析Ⅱ（プロトコル ST34）

36/402008/7/13

ＣＫ

Ｑ１

Ｑ２

Ｑ３

１

０

１

０

１

０

１

０

タイムチャート

ＣＫ

Ｑ１

Ｑ２

Ｑ３

１

０

１

０

１

０

１

０

Ｑ１

Ｑ２

１

０

１

０

支援に対する改善（案）
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37/402008/7/13

まとめ

プロトコル分析を授業改善に取り入れる効果

形成的授業分析

生徒の学習の見取りが容易となり、学習におけ
るつまずきのヒントを得ることができた。

次時の指導へフィードバック

総括的授業分析

生徒の詳細な学習レベル（学習到達度）を把握
できた。

次単元・次年度への改善視点が得られる。

38/402008/7/13

追補

有効なプロトコルを得るコツ

思考を口に出して語らせる

考え込んでしまえばしまうほど無口に・・・・・・

事前練習、発話を促す「Think Aloud!!」

正確に書き起こす

書き起こしデータから思考を再現できるように

簡略化したり、まとめてしまったりしない

「答え」を要求しない、「きっかけ」を見つける

39/402008/7/13

おわりに

授業改善、特に「見取り」の重要性

医療・・・正確な診断診断があって、適切な治療治療が可能

教育・・・正確な見取り見取りがあって、適切な指導指導が可能

今後の課題

分析時間の短縮

作業の簡略化

無口な生徒への対応

データの蓄積と教師間での共有化

40/402008/7/13

ご静聴ありがとうございました


