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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　育成を目指す資質・能力



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学習評価の現状における課題

１　学期末や学年末などの事後での評価に終始してしまうことが多く、　
　　評価の結果が児童生徒の具体的な学習改善につながっていない
２　現行の「関心・意欲・態度」の観点について、挙手の回数や毎時間
　　ノートをとっているかなど、性格や行動面の傾向が一時的に表出さ
　　れた場面を捉える評価であるような誤解が払拭しきれていない
３　教師によって評価の方針が異なり、学習改善につなげにくい
４　教師が評価のための「記録」に労力を割かれて、指導に注力でき
　　ない
５　相当な労力をかけて記述した指導要録が、次の学年段階において
　　十分に活用されていない

【平成３１年１月２１日 「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」 P.４（３）】

先生によって観点の重みが違うんです。授業態度をとても
重視する先生もいるし、テストだけで判断するという先生
もいます。そうすると、どう努力していけばよいのか本当
に分かりにくいんです。 「学習評価の在り方ハンドブック」ｐ５



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学習評価の改善の基本的な方向性 「学習評価の在り方ハンドブック」ｐ５



主体的に学習に
取り組む態度

思考・判断・表現

知識・技能

＜平成29年改訂の学習指導要領＞

＜参考＞　答申Ｐ．６１　　報告Ｐ．７　　改善等通知２．（１）

技能

関心・意欲・態度

思考・判断・表現

知識・理解

＜従前＞

関心・意欲・態度

話すこと・聞くこと

書くこと

読むこと

言語事項

（国語科） （各教科により異なる）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観点別学習状況の評価の観点の整理



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学習評価の改善の基本的な方向性 「学習評価の在り方ハンドブック」ｐ５

・各教科における評価は，学習指導要領に示す各教科の目標や内容に照らして学習状況を評価するもの（目標準拠評価）
・したがって，目標準拠評価は，集団内での相対的な位置付けを評価するいわゆる相対評価とは異なる。

知識及び技能 思考力，判断力，
表現力等

学びに向かう力，
人間性等

学習指導要領に
示す目標や内容

・観点ごとに評価し，
 生徒の学習状況を分析的に
 捉えるもの
・観点ごとにＡＢＣの
 ３段階で評価

知識・技能 思考・判断・表現

観点別学習状況
評価の各観点

主体的に学習に
取り組む態度

・観点別学習状況の評価や評定には示しきれ
 ない児童生徒一人一人のよい点や可能性，
 進歩の状況について評価するもの。

個人内評価評  定

・観点別学習状況の評価の結果を総括するもの。
・５段階で評価（小学校は３段階。小学校低学年は行わない）

感性，思いやり
     など



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「知識・技能」の評価① 「学習評価の在り方ハンドブック」ｐ６ｐ８

・　学習の過程を通した知識及び技能の習得状況について評価する。

・　習得した知識及び技能を、既有の知識及び技能と関連付けたり活用したりする中で、
　　他の学習や生活の場面でも活用できる程度に概念等を理解したり、技能を習得した
　　りしているかについても評価する。

要点

評価の工夫（例）
・ペーパーテストにおいて事実的な知識の習得を問う問題と知識の概念的な理解を
　問う問題とのバランスに配慮する。
・実際に知識や技能を用いる場面を設定する。
　　児童生徒が文章により説明をする場面
　　観察・実験を行う場面
　　式やグラフで表現する場面　等

どうやって見取るの？？



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「思考・判断・表現」の評価 「学習評価の在り方ハンドブック」ｐ６ｐ８

・　各教科等の知識及び技能を活用して課題を解決する等のために必要な思考力、

　　判断力、表現力等を身に付けているかどうかを評価する。

評価の工夫（例）
・論述やレポートの作成、発表、グループでの話合い、作品の制作や表現等の
　多様な活動を取り入れる。
・ポートフォリオを活用する。
　

判断基準である解答類型やルーブリックを設定し、
それに基づいて評価することが大切。

どうやって見取るの？？
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「学習評価の在り方ハンドブック」ｐ６

学びに向かう力、人間性等

観点別学習状況の評価には
なじまない部分
（感性、思いやり等）

「主体的に学習に取り組む態
度」として観点別学習状況の
評価を通じて見取ることがで
きる部分

個人内評価（児童生徒一人一人のよい点や
可能性、進歩の状況について評価するもの）
等を通じて見取る。

知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、
表現力等を身に付けたりすることに向けた粘
り強い取組の中で、自らの学習を調整しよう
としているかどうかを含めて評価する。

※積極的に評価し、児童生徒に伝える
　ことが重要

「主体的に学習に取り組む態度」の評価①



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「学習評価の在り方ハンドブック」ｐ６ｐ８

評価の工夫（例）
・ノートやレポート等における記述
・授業中の発言
・教師による行動観察
・児童生徒による自己評価や相互評価等の状況
　→教師が評価を行う際に考慮する材料の一つとする　

「主体的に学習に取り組む態度」の評価②

どうやって見取るの？？

・　知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表現力等を身に付けたりすることに

　　向けた粘り強い取組を行おうとしている側面、そのような粘り強い取組を行う中で

　　自らの学習を調整しようとする側面、という二つの側面を評価する。



「おおむね満足
できる」状況（Ｂ）

「十分満足できる」
状況（Ａ）

「努力を要する」
状況（Ｃ）

「主体的に学習に取り組む態度」の評価のイメージ

①粘り強く学習に取り組む側面

②
自
ら
学
習
を
調
整
し
よ
う
と
す
る
側
面
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「学習評価の在り方ハンドブック」ｐ９

「主体的に学習に取り組む態度」
については、
①知識及び技能を獲得したり、
　思考力、判断力、表現力等を身
　に付けたりすることに向けた粘
　り強い取組を行おうとする側面
②①の粘り強い取組を行う中で、
　自らの学習を調整しようとする　
　側面
という二つの側面から評価するこ
とが求められる。

①②の姿は相互に関わり合いながら立ち現れるもの

「主体的に学習に取り組む態度」の評価③



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「主体的に学習に取り組む態度」の評価④

自らの学習を調整しようとする側面とは？

自らの学習状況を把握し、学習の進め方について試行錯誤
するなどの意思的な側面のこと

評価にあたっての工夫
　①自らの理解の状況を振り返ることができるような発問の工夫
　②自らの考えを記述したり話し合ったりする場面を設ける　
　③他者との協働を通じて自らの考えを相対化する場面を設ける

授業の最初と比べて考え方
が変わったところは？ 今日のめあては

どのくらい達成
できたかな？

友だちの考えを聞い
て、自分の考えを見
直してみよう。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各教科における「指導と評価の計画」の作成①

１　単元の目標を作成する　

２　単元の評価規準を作成する　

３「指導と評価の計画」を作成する

４　授業を行う

５　観点ごとに総括する

　
参考資料

学習指導要領解説
（文部科学省）

「指導と評価の一体化」のため
の学習評価に関する参考資料
（国立教育政策研究所）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各教科における「指導と評価の計画」の作成②

指導に生かす評価

記録に残す評価

　学習を通して身に付けるべき資質・能力がどのくらい身に付いているかを
評価規準に照らして見取り、今後の指導や適切な支援に生かしていくために
実施するもので、日々の授業の中で常に行います。

　指導した内容について、生徒の達成状況を見取り、記録に残して総括する
ためのものです。そのため、単元や題材など内容や時間のまとまりの中で指
導した内容の達成状況が適切に見取れる段階で評価するなど評価の場面を精
選することが重要です。

いずれも児童生徒の学習、教師の指導
の改善に生かすことが重要です。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各教科における「指導と評価の計画」の作成③ 「指導と評価の一体化」のための学習
評価に関する参考資料　数学　ｐ42

時
間

ねらい・学習活動
重
点

記
録

備考

１ ・具体的な事象を捉え考察することを通して、問題の解決に必要な二つの変数を取り
　出し、それらの関係を表や座標平面上に表すことができるようにするとともに、一次
　関数の定義を理解できるようにする。

知 知①：行動観察

２ ・いろいろな事象で二つの変数の関係をｙ＝aｘ＋ｂで表すことを通して、事象の中には
　一次関数として捉えられるものがあることを理解できるようにする。
・小単元１の学習を振り返って、「学びの足跡」シートに分かったことや疑問などを記述
　することを通して、その後の学習を見通すことができるようにする。

知

態

知②：小テスト
※小テストの結果は指導等に生かす。
態①③：「学びの足跡」シート
※小単元２以降の指導等に生かす。

３ ・２変数の関係を事象から一旦切り離して抽象化し、表から式を求めたり、式から表を
　つくったりすることを通して、一次関数の変化の割合について理解し、一次関数の表
　の値から変化の割合を求めることができるようにする。
・一次関数の二つの数量の関係を表す表、式の相互関係を考察することを通して、一
　次関数の特徴を見いだし表現することができるようにする。

知 知④：小テスト

※理解が不十分な場合、既習の事象
を関連付けて補説する。
思①：行動観察

４ ・一次関数の二つの数量の関係について、表の値からグラフで表すことができるよう
　にする。

知 知⑤：行動観察

５ 一次関数の二つの数量の関係を表す表、式、グラフの相互関係について考察するこ
とを通して、
・一次関数の特徴を見いだし表現できるようにする。
・一次関数の特徴に基づいて、グラフで表すことができるようにする。 知 〇

思①：行動観察
知④⑤：小テスト

※第３、４時から知識及び技能が高
まった状況を評価する。

指導に生かす評価

記録に残す評価「〇」



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各教科における「指導と評価の計画」の作成③ 「指導と評価の一体化」のための学習
評価に関する参考資料　数学　ｐ42

時
間

ねらい・学習活動
重
点

記
録

備考

１ ・具体的な事象を捉え考察することを通して、問題の解決に必要な二つの変数を取り
　出し、それらの関係を表や座標平面上に表すことができるようにするとともに、一次
　関数の定義を理解できるようにする。

知 知①：行動観察

２ ・いろいろな事象で二つの変数の関係をｙ＝aｘ＋ｂで表すことを通して、事象の中には
　一次関数として捉えられるものがあることを理解できるようにする。
・小単元１の学習を振り返って、「学びの足跡」シートに分かったことや疑問などを記述
　することを通して、その後の学習を見通すことができるようにする。

知

態

知②：小テスト
※小テストの結果は指導等に生かす。
態①③：「学びの足跡」シート
※小単元２以降の指導等に生かす。

３ ・２変数の関係を事象から一旦切り離して抽象化し、表から式を求めたり、式から表を
　つくったりすることを通して、一次関数の変化の割合について理解し、一次関数の表
　の値から変化の割合を求めることができるようにする。
・一次関数の二つの数量の関係を表す表、式の相互関係を考察することを通して、一
　次関数の特徴を見いだし表現することができるようにする。

知 知④：小テスト

※理解が不十分な場合、既習の事象
を関連付けて補説する。
思①：行動観察

４ ・一次関数の二つの数量の関係について、表の値からグラフで表すことができるよう
　にする。

知 知⑤：行動観察

５ 一次関数の二つの数量の関係を表す表、式、グラフの相互関係について考察するこ
とを通して、
・一次関数の特徴を見いだし表現できるようにする。
・一次関数の特徴に基づいて、グラフで表すことができるようにする。 知 〇

思①：行動観察
知④⑤：小テスト

※第３、４時から知識及び技能が高
まった状況を評価する。

指

導

記
録

記録に残す評価「〇」

２単元の評価規準

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

①一次関数について理解してい
　る。
②事象の中には一次関数として
　捉えられるものがあることを
　知っている。
③二元一次方程式を関数を表す
　式とみることができる。
④変化の割合やグラフの傾きの
　意味を理解している。
⑤一次関数の関係を表、式、グ
　ラフを用いて表現したり、処理
　したりすることができる。

①一次関数として捉えられる二
　つの数量について、変化や対
　応の特徴を見いだし、表、式、
　グラフを相互に関連付けて考
　察し表現することができる。
②一次関数を用いて具体的な
　事象を捉え考察し表現するこ
　とができる。

①一次関数について考えようと
　　している。
②一次関数について学んだこと
　を生活や学習に生かそうとし
　ている。
③一次関数を活用した問題解
　決の過程を振り返って評価・改
　善しようとしている。 指導に生かす評価

努力を要する
生徒への指導
の手立て



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各教科における「指導と評価の計画」の作成④

１　単元の目標を作成する　

２　単元の評価規準を作成する　

３「指導と評価の計画」を作成する

４　授業を行う

５　観点ごとに総括する

「努力を要する」状況になり
そうな生徒が「おおむね満足
できる」状況となるよう適切
に指導することが重要です。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各教科における「指導と評価の計画」の作成⑤

１　単元の目標を作成する　

２　単元の評価規準を作成する　

３「指導と評価の計画」を作成する

４　授業を行う

５　観点ごとに総括する

各観点の実現状況が把握
できる段階で記録に残し
た評価を基に単元におけ
る総括を進めていきます。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観点別学習状況の評価の評定への総括

※それ以外の場合は、

各観点のA、B、Cの数

の組み合わせから適切

に設定することができ

るようあらかじめ各学

校において決めておく

必要がある。

学習評価の方針を事前に児童
生徒や保護者等と共有するよ
うにしましょう。

　　　　　　　小学校については
　　　　　　　「BBB」であれば２を基本としつつ、
　　　　　　　「AAA」であれば３、
　　　　　　　「CCC」であれば１
　　　　　　　とするのが適当であると考えられる。「指導と評価の一体化」のための
学習評価に関する参考資料
（国立教育政策研究所）

　　　　　　　中学校については
　　　　　　　「BBB」であれば３を基本としつつ、
　　　　　　　「AAA」であれば５又は４、
　　　　　　　「CCC」であれば２又は１
　　　　　　　とするのが適当であると考えられる。「指導と評価の一体化」のための
学習評価に関する参考資料
（国立教育政策研究所）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各教科等における学習評価について

独立行政法人教職員支援機構NITS　HPより
オンライン講座「校内研修シリーズ」動画の活用


