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はじめに

平成２０年３月に告示された中学校学習指導要領は，平成２４年度から全

面実施されます。

新しい学習指導要領の狙いを実現するためには，各学校における生徒や地域

の実態等に応じた適切な教育課程の編成・実施，指導方法等の工夫が重要で

す。また，学習指導要領に示す内容が生徒一人一人に確実に身に付いているか

どうかを適切に評価し，その後の学習指導の改善に生かしていくとともに学校

の教育活動全体の改善に結び付けていくことが重要です。

この新しい学習指導要領の下での学習評価については，平成２２年３月の

中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会報告では，目標に準拠した

評価を着実に実施することとされています。また，同年５月の文部科学省初

等中等教育局長通知「小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等におけ

る児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」では，観点別学習状

況の評価の観点とその趣旨等が示されています。

国立教育政策研究所教育課程研究センターでは，この報告や通知を受け，

評価規準，評価方法等の工夫改善に関する調査研究等を行い，本資料を作成

しました。

本資料は，各学校において学習評価を進める際の参考として役立てていた

だくことを目的として，評価規準作成に係るものは，新しい学習指導要領の

各教科等の目標，学年（分野）別の目標及び内容，文部科学省初等中等教育

局長通知に示された評価の観点及びその趣旨等を踏まえ，評価規準に盛り込

むべき事項及び評価規準の設定例を示しています。

また，評価方法等の工夫改善に係るものは，単元（題材）の評価に関する

事例に沿って，評価規準の設定を含めた指導と評価の計画，具体的な評価方

法，評価対象とした具体的な生徒の学習状況等について示しています。

各学校におかれては，本資料や都道府県教育委員会等が示す評価に関する

資料を参考としながら，評価規準の設定，評価方法等の工夫改善を図り，新

しい学習指導要領の下での学習評価を適切に行うことを期待します。

最後に，本調査研究協力者の方々をはじめとして本書の作成に御協力くだ

さった方々に心から感謝の意を表します。

平成２３年１１月

国立教 育政 策研究所

教育課程研究センター長

神 代 浩
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第１編 総 説

第１章 学習評価の在り方について

１ 新学習指導要領の趣旨を反映した学習評価の基本的な考え方

平成２０年に告示された学習指導要領（以下「新学習指導要領」という。）

の下で行われる学習評価について，平成２２年３月に中央教育審議会初等

中等教育分科会教育課程部会報告「児童生徒の学習評価の在り方について」

(以下「報告」という。）がとりまとめられた。

【報告で示された学習評価の改善に係る三つの基本的な考え方】

○目標に準拠した評価による観点別学習状況の評価や評定の着実な実施

○学力の重要な要素を示した新学習指導要領等の趣旨の反映

○学校や設置者の創意工夫を生かす現場主義を重視した学習評価の推進

※報告の全文は，文部科学省ホームページに掲載

（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/gaiyou/attach/1292216.htm）

新学習指導要領の下での学習評価については，生徒の「生きる力」の育

成を目指し，生徒一人一人の資質や能力をより確かに育むようにするため，

学習指導要領に示す目標に照らしてその実現状況をみる評価を着実に実施

し，生徒一人一人の進歩の状況や教科の目標の実現状況を的確に把握し，

学習指導の改善に生かすことが重要であるとともに，学習指導要領に示す

内容が確実に身に付いたかどうかの評価を行うことが重要である。

また，今回の観点別学習状況の評価の改善は，特に，学力の重要な要素

を示した新学習指導要領等の趣旨の反映と関連している。

学校教育法の一部改正を受けて改訂された新学習指導要領の総則に示され

た学力の三つの要素を踏まえて，評価の観点に関する考え方が整理された結

果，これまでの観点の構成と比べると，「思考・判断」が「思考・判断・表

現」となり，「技能・表現」が「技能」として設定されることとな った。

さらに，各学校や設置者の創意工夫を一層生かしていくことが求められ

ており，各学校では，組織的な取組を推進し，学習評価の妥当性，信頼性

等を高めることが重要である。
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２ 新学習指導要領の下での指導要録における観点別学習状況，評定及び

特別活動の記録

文部科学省は，新学習指導要領の下での指導要録の作成の参考となるよ

う，平成２２年５月１１日付けで文部科学省初等中等教育局長通知「小学

校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及

び指導要録の改善等について」（以下「改善通知」という。）を発出した。

この改善通知では，報告を受け，各設置者による指導要録の様式の決定

や各学校における指導要録の作成の参考となるよう，学習評価を行うに当

たっての配慮事項，小学校，中学校ごとに各教科の学習の記録，特別活動

の記録など各欄の記入方法等を示すとともに，各学校における指導要録の

作成に当たっての配慮事項等を示している。

【改善通知の主な内容】

（１）学習評価の改善に関する基本的な考え方について

学習評価を通じて，学習指導の在り方を見直すことや個に応じた指導の充実を

図ること，学校における教育活動を組織として改善することが重要であり，新学

習指導要領の下での学習評価の改善を図っていくためには以下の基本的な考え方

に沿って学習評価を行うことが必要である。

① きめの細かな指導の充実や児童生徒一人一人の学習の確実な定着を図るため，

学習指導要領に示す目標に照らしてその実現状況を評価する，目標に準拠した

評価を引き続き着実に実施すること。

② 新学習指導要領の趣旨や改善事項等を学習評価において適切に反映すること。

③ 学校や設置者の創意工夫を一層生かすこと。

（２）学習評価における観点について

新学習指導要領を踏まえ，「関心・意欲・態度」，「思考・判断・表現」，「技能」

及び「知識・理解」に評価の観点を整理し，各教科の特性に応じて観点を示して

おり，設置者や学校においては，これに基づく適切な観点を設定する必要がある。

改善通知に示された評価の観点の趣旨については以下のように整理することが

できる。

①「関心・意欲・態度」

「関心・意欲・態度」の観点は，これまでと同様，各教科の学習に即した関

心や意欲，学習への態度等を対象としたものであり，その趣旨に変更はない。

②「思考・判断・表現」

「思考・判断・表現」の観点のうち「表現」については，基礎的・基本的な

知識・技能を活用しつつ，各教科の内容に即して考えたり，判断したりしたこ

とを，児童生徒の説明・論述・討論などの言語活動等を通じて評価することを

意味している。

つまり「表現」とは，これまでの「技能・表現」で評価されていた「表現」

ではなく，思考・判断した過程や結果を言語活動等を通じて児童生徒がどのよ
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うに表出しているかを内容としている。

③「技能」

「技能」の観点では，従前の「技能・表現」が対象としていた内容を引き継

ぐことになる。これまで「技能・表現」については，例えば社会科では資料か

ら情報を収集・選択して，読み取ったりする「技能」と，それらを用いて図表

や作品などにまとめたりする際の「表現」とをまとめて「技能・表現」として

評価してきた。

今回の改訂で設定された「技能」については，これまで「技能・表現」とし

て評価されていた「表現」をも含む観点として設定されることとなった。

④「知識・理解」

「知識・理解」の観点は，これまでと同様，各教科において習得した知識や

重要な概念を理解しているかどうかを内容としたものであり，その趣旨に変更

はない。

改善通知においては，各設置者が観点を設定する際に参考となるよう，各教科の

評価の観点及びその趣旨並びにそれらを学年別（又は分野別）に示したものを提示

している。観点及びその趣旨等は，これまでと同様，各学校における評価規準の工

夫・改善を図る際にも参考となるものである。

（３）観点別学習状況及び評定の記入方法について

改善通知に示された中学校生徒指導要録における観点別学習状況及び評定の記

入方法は，次のとおりである。

【中学校生徒指導要録】

（学習指導要領に示す必修教科の取扱いは次のとおり）

[各教科の学習の記録]

Ⅰ 観点別学習状況（小学校児童指導要録と同じ）

新学習指導要領に示す各教科の目標に照らして，その実現状況を

観点ごとに評価し，次のように区別して記入する。

「十分満足できる」状況と判断されるもの ：Ａ

「おおむね満足できる」状況と判断されるもの ：Ｂ

「努力を要する」状況と判断されるもの ：Ｃ

Ⅱ 評定

新学習指導要領に示す各教科の目標に照らして，その実現状況を

総括的に評価し，次のように区別して記入する。

「十分満足できるもののうち，特に程度が高い」状況と判断されるもの

：５

「十分満足できる」状況と判断されるもの ：４

「おおむね満足できる」状況と判断されるもの ：３

「努力を要する」状況と判断されるもの ：２
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「一層努力を要する」状況と判断されるもの ：１

（４）特別活動について

改善通知には，学習指導要領の目標及び特別活動の特質等に沿って，各学校に

おいて評価の観点を定めることができるようにすることとし，各活動・学校行事

ごとに評価することが示されている。

また，特別活動の記録の記入方法は，各学校が自ら定めた特別活動全体に係る

評価の観点を記入した上で，各活動・学校行事ごとに，評価の観点に照らして十

分満足できる活動の状況にあると判断される場合に，○印を記入することが示さ

れている。

※改善通知は，本資料末尾の参考資料及び文部科学省ホームページに掲載

（http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1292898.htm）

これらを踏まえ，本センターでは，各学校における児童生徒の学習の効果

的・効率的な評価に資するため，平成２２年５月から評価規準，評価方法等

の工夫改善に関する調査研究を行い，同年１１月に「評価規準の作成のため

の参考資料」をとりまとめ，このたび，同参考資料で記載した事柄も包含し

つつ本資料をとりまとめた。
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第２章 評価規準の設定等について（第２編関係）

１ 評価規準の設定について

各学校における観点別学習状況の評価が効果的に行われるようにするた

め，各教科の評価の観点及びその趣旨を参考として，評価規準の工夫・改

善を図ることが重要である。

学習指導要領に示す目標に照らしてその実現状況をみる評価を着実に実

施するためには，各教科の目標だけでなく，領域や内容項目レベルの学習指

導の狙いが明確になっている必要がある。そして，学習指導の狙いが生徒の

学習状況として実現されたというのは，どのような状態になっているかが具

体的に想定されている必要がある。

このような状況を具体的に示したものが評価規準であり，各学校におい

て設定するものである。

各学校において，学習評価を行うために評価規準を設定することは，生

徒の学習状況を判断する際の目安が明らかになり，指導と評価を着実 に

実施することにつながる。

また，学習評価の工夫改善を進めるに当たっては，学習評価をその後の

学習指導の改善に生かすとともに，学校における教育活動全体の改善に結

び付けることが重要である。その際，学習指導の過程や学習の結果を継続

的，総合的に把握することが必要である。

そのためには，評価規準を適切に設定するとともに，評価方法の工夫改

善を進めること，評価結果について教師同士で検討すること，実践事例を

着実に継承していくこと，授業研究等を通じ教師一人一人の力量の向上を

図ること等に，校長のリーダーシップの下で，学校として，組織的・計画

的に取り組むことが必要である。

一方，年間指導計画を検討する際，それぞれの単元（題材）において，

観点別学習状況の評価に係る最適の時期や方法を観点ごとに整理すること

が重要である。これにより，評価すべき点を見落としていないかを確認す

るだけでなく，必要以上に評価機会を設けることで評価資料の収集・分析

に多大な時間を要するような事態を防ぐことができ，各学校において効果

的・効率的な学習評価を行うことにつながると考えられる。

以上のような考え方を踏まえ，本資料第２編では，各学校において評価

規準を設定する際の参考となるよう，「評価規準に盛り込むべき事項」及

び「評価規準の設定例」を掲載している。

これらや各教育委員会が作成した学習評価関係資料を参考にしつつ，各

学校において適切な評価規準が設定されることが期待される。
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文部省指導資料から，評価規準について解説した部分を参考として紹介する。

（参考）評価規準の設定（抄）

（文部省「小学校教育課程一般指導資料」（平成５年９月）より）

新しい指導要録（平成３年改訂）では，観点別学習状況の評価が効果的に行われるようにす

るために，「各観点ごとに学年ごとの評価規準を設定するなどの工夫を行うこと」と示されてい

ます。

これまでの指導要録においても，観点別学習状況の評価を適切に行うため，「観点の趣旨を学

年別に具体化することなどについて工夫を加えることが望ましいこと」とされており，教育委

員会や学校では目標の達成の度合いを判断するための基準や尺度などの設定について研究が行

われてきました。

しかし，それらは，ともすれば知識・理解の評価が中心になりがちであり，また「目標を十

分達成（＋）」，「目標をおおむね達成(空欄)」及び「達成が不十分（－）」ごとに詳細にわたっ

て設定され，結果としてそれを単に数量的に処理することに陥りがちであったとの指摘があり

ました。

今回の改訂においては，学習指導要領が目指す学力観に立った教育の実践に役立つようにす

ることを改訂方針の一つとして掲げ，各教科の目標に照らしてその実現の状況を評価する観点

別学習状況を各教科の学習の評価の基本に据えることとしました。したがって，評価の観点に

ついても，学習指導要領に示す目標との関連を密にして設けられています。

このように，学習指導要領が目指す学力観に立つ教育と指導要録における評価とは一体のも

のであるとの考え方に立って，各教科の目標の実現の状況を「関心・意欲・態度」，「思考・判

断」，「技能・表現（又は技能）」及び「知識・理解」の観点ごとに適切に評価するため，「評価

規準を設定する」ことを明確に示しているものです。

「評価規準」という用語については，先に述べたように，新しい学力観に立って子供たちが

自ら獲得し身に付けた資質や能力の質的な面，すなわち，学習指導要領の目標に基づく幅のあ

る資質や能力の育成の実現状況の評価を目指すという意味から用いたものです。

２ 資料の構成等について

（１）資料の構成等について

「第２編 評価規準に盛り込むべき事項等」の構成は以下のとおりであ

る。

・各教科の構成

原則として，教科ごとに次のような内容から構成されている。

第１ 教科目標，評価の観点及びその趣旨等

１ 教科目標
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２ 評価の観点及びその趣旨

３ 内容のまとまり

第２ 内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準

の設定例

Ⅰ 第○学年（○○分野）

１ 学年目標（分野の目標）

２ 評価の観点の趣旨

３ 学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込む

べき事項及び評価規準の設定例

・特別活動の構成

特別活動については，次の内容から構成されている。

第１ 目標，評価の観点及びその趣旨等

１ 目標

２ 評価の観点及びその趣旨

３ 内容のまとまり

第２ 内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項

（２）各教科における評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

目標に準拠した評価を着実に実施するためには，各教科の目標だけでな

く，領域や内容項目レベルの学習指導の狙いが明確になっている必要があ

る。そして，学習指導の狙いが生徒の学習状況として実現されたというの

は，どのような状態になっているかが具体的に想定されている必要がある。

以上の考え方を踏まえ，改善通知に示された各教科の観点別学習状況の

評価が効果的に行われるようにするために，各学校において評価規準を設

定する際の参考となるよう，「評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準

の設定例」を示している。

第１に，学習指導要領の学年（又は分野）目標を実現するために，各教

科の内容のまとまりごとに「評価規準に盛り込むべき事項」を示している。

「評価規準に盛り込むべき事項」は，新学習指導要領の各教科の目標，

学年(又は分野)の目標及び内容の記述を基に，改善通知で示されている各

教科の評価の観点及びその趣旨，学年(又は分野)別の評価の観点の趣旨を

踏まえて作成している。

ここでの「内容のまとまり」とは，学習指導要領に示す領域や内容項目

等をそのまとまりごとに整理したものであり，各教科における「内容のま

とまり」は，次のとおりである。
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教 科 内容のまとまり

国 語 「Ａ話すこと・聞くこと」「Ｂ書くこと」「Ｃ読むこと」の各領域

社 会 地理的分野及び公民的分野については内容の（１）ア，イ・・・の

各中項目，歴史的分野については内容の（１），（２）・・・の各大

項目

数 学 「Ａ数と式」「Ｂ図形」「Ｃ関数」「Ｄ資料の活用」の各領域

理 科 第１分野及び第２分野の内容の（１），（２）・・・の各大項目

音 楽 「Ａ表現・歌唱」「Ａ表現・器楽」「Ａ表現・創作」「Ｂ鑑賞」

美 術 「Ａ表現・内容（１）（３）」「Ａ表現・内容（２）（３）」「Ｂ鑑賞」

保健体育 （体育分野）：「Ａ体つくり運動」，「Ｂ器械運動」・・・の各領域

（保健分野）：内容の（１）～（４）の各大項目

技術・家庭 （技術分野）：「Ａ材料と加工に関する技術」，「Ｂエネルギー変換に

関する技術」，「Ｃ生物育成に関する技術」，「Ｄ情報に関する技術」

の内容の（１），（２）・・・の各項目

（家庭分野）：「Ａ家族・家庭と子どもの成長」，「Ｂ食生活と自立」，

「Ｃ衣生活・住生活と自立」，「Ｄ身近な消費生活と環境」の内容の

（１），（２）・・・の各項目

外国語 英語：「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書くこと」

第２に，各学校において単元や題材ごとの評価規準や学習活動に即した

評価規準を設定するに当たって参考となるよう，「評価規準に盛り込むべ

き事項」をより具体化したものを「評価規準の設定例」として示している。

「評価規準の設定例」は，原則として，新学習指導要領の各教科の目標，

学年(又は分野)の目標及び内容のほかに，当該部分の学習指導要領解説（文

部科学省刊行）の記述を基に作成している。

なお，「評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例」は，評価

の観点別に「おおむね満足できる」状況を示すものである。

（３）特別活動の評価規準に盛り込むべき事項

特別活動については，改善通知において，評価の観点及びその趣旨が示

されている。

これを踏まえ，中学校では，「学級活動（１）」～「学級活動（３）」「生

徒会活動」「学校行事（１）」～「学校行事（５）」をそれぞれ内容のまと

まりとして，「評価規準に盛り込むべき事項」を示している。

特別活動の「内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項」は，

改善通知において，「各活動・学校行事ごとに，評価の観点に照らして十

分満足できる活動の状況にあると判断される場合に，○印を記入する」と

されていることに対応して，「十分満足できる」活動の状況を示した。そ

の記述は，原則として新学習指導要領及びその解説（文部科学省刊行）を

基に作成している。
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第３章 評価方法等の工夫改善について（第３編関係）

１ 評価方法の工夫改善について

各学校では，各教科の学習活動の特質，評価の観点や評価規準，評価の

場面や生徒の発達段階に応じて，観察，生徒との対話，ノート，ワークシ

ート，学習カード，作品，レポート，ペーパーテスト，質問紙，面接など

の様々な評価方法の中から，その場面における生徒の学習の状況を的確に

評価できる方法を選択していくことが必要である。上記のような評価方法

に加えて，生徒による自己評価や生徒同士の相互評価を工夫することも考

えられる。

評価を適切に行うという点のみでいえば，できるだけ多様な評価を行い，

多くの情報を得ることが重要であるが，他方，このことにより評価に追わ

れてしまえば，十分に指導ができなくなるおそれがある。生徒の学習状況

を適切に評価し，その評価を指導に生かす点に留意する必要がある。

なお，ペーパーテストは，評価方法の一つとして有効であるが，ペーパ

ーテストにおいて得られる結果が，目標に準拠した評価における学習状況

の全てを表すものではないことについては，改めて認識する必要がある。

そこで，例えば，ワークシート等への記述内容は，「知識・理解」の評

価だけでなく，「関心・意欲・態度」「思考・判断・表現」「技能」の評価

にも活用することが可能であり，生徒の資質や能力を多面的に把握できる

ように工夫し，活用することが考えられる。

２ 評価時期等の工夫について

報告では，評価時期に関して，以下の２点について述べられている。

・授業改善のための評価は日常的に行われることが重要である。一方で，

指導後の生徒の状況を記録するための評価を行う際には，単元等のあ

る程度長い区切りの中で適切に設定した時期において「おおむね満足

できる」状況等にあるかどうかを評価することが求められる。

・「関心・意欲・態度」については，表面的な状況のみに着目すること

にならないよう留意するとともに，教科の特性や学習指導の内容等も

踏まえつつ，ある程度長い区切りの中で適切な頻度で「おおむね満足

できる」状況等にあるかどうかを評価するなどの工夫を行うことも重

要である。

各学校で年間指導計画を検討する際，それぞれの単元（題材）において，

観点別学習状況の評価に係る最適の時期や方法を観点ごとに整理すること

が重要である。これにより，評価すべき点を見落としていないかを確認す
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るだけでなく，必要以上に評価機会を設けて評価資料の収集・分析に多大

な時間を要するような事態を防ぐことができ，各学校において効果的・効

率的な学習評価を行うことにつながると考えられる。

３ 各学校における指導と評価の工夫改善について

（１）指導と評価の一体化

新学習指導要領は，基礎的・基本的な知識・技能の習得と思考力，判断

力，表現力等をバランスよく育てることを重視している。各教科の指導に

当たっては，生徒の主体的な活動を生かしながら，目標の確実な実現を目

指す指導の在り方が求められる。

このバランスのとれた学力を育成するためには，学習指導の改善を進め

ると同時に，学習評価においては，観点ごとの評価をバランスよく実施す

ることが必要である。

さらに，学習評価の工夫改善を進めるに当たっては，学習評価をその後

の学習指導の改善に生かすとともに，学校における教育活動全体の改善に

結び付けることが重要である。その際，学習指導の過程や学習の結果を継

続的，総合的に把握することが必要である。

各学校では，生徒の学習状況を適切に評価し，評価を指導の改善に生か

すという視点を一層重視し，教師が指導の過程や評価方法を見直して，よ

り効果的な指導が行えるよう指導の在り方について工夫改善を図っていく

ことが重要である。

（２）学習評価の妥当性，信頼性等

報告では，各学校や設置者の創意工夫を生かし，現場主義を重視した学

習評価として，各学校では，組織的・計画的な取組を推進し，学習評価の

妥当性，信頼性等を高めるよう努めることが重要であるとされている。こ

こでいう学習評価の「妥当性」は，評価結果が評価の対象である資質や能

力を適切に反映しているものであることを示す概念とされている。

この「妥当性」を確保していくためには，評価結果と評価しようとした

目標の間に適切な関連があること（学習評価が学習指導の目標に対応する

ものとして行われていること)，評価方法が評価の対象である資質や能力

を適切に把握するものとしてふさわしいものであること等が求められると

されている。

また，改善通知では，学校や設置者において，学習評価の妥当性，信頼

性等を高める取組が求められている。

妥当性，信頼性等を高めるためには，各学校において，次のような取組

が有効と考えられる。

まず，学習評価を進めるに当たっては，指導の目標及び内容と対応した
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形で評価規準を設定することや評価方法を工夫する必要がある。

特に，評価方法を検討する際には，評価の観点で示される資質や能力等

を評価するのにふさわしい方法を選択することが，評価の妥当性，信頼性

等を高めることになる。

また，評価方法を評価規準と組み合わせて設定することが必要であり，

評価規準と対応するように評価方法を準備することによって，評価方法の

妥当性，信頼性等が高まるものと考えられる。

（３）学校全体としての組織的・計画的な取組

学習評価の工夫改善を進めるに当たっては，評価規準を適切に設定する

とともに，評価方法の工夫改善を進めること，評価結果について教師同士

で検討すること，授業研究等を通じ教師一人一人の力量の向上を図ること

等について，校長のリーダーシップの下，学校として，組織的・計画的に

取り組むことが必要である。

①教師の共通理解と力量の向上

学校全体として評価についての力量を高めるためには，学校としての

評価の方針，方法，体制，結果などについて，校長のリーダーシップの

下，日頃から教師間の共通理解を図る必要がある。このように，評価に

関する情報の共有や交換により，担当教科，経験年数等に左右されず教

師が共通の認識をもって評価に当たることができるようにすることが重

要である。

さらに，複数の教師で，どのように学習評価を進めれば指導に生かす

評価の充実が図れるのか，教師にとって過大な負担とならないかなどに

ついて確認し合うことが，効果的で効率的な評価を行うことにつながる。

以上のことを学校として組織的に実施するために，校内研究・研修の

在り方を一層工夫する必要がある。

その上で，これまでの実践の蓄積を生かしていくことが大切であり，

学校として組織的・計画的に取り組むことが，評価の妥当性，信頼性等

を高めることになる。

②保護者や生徒への情報の提供

改善通知では，保護者や生徒に対して，学習評価に関する仕組み等に

ついて事前に説明したり，評価結果の説明を充実したりするなどして学

習評価に関する情報をより積極的に提供することも重要とされている。

どのような評価規準，評価方法により評価を行ったのかといった情報

を保護者や生徒に分かりやすく説明し，共通理解を図ることが重要とな

る。信頼される評価を行うためには，評価が目的に応じて，保護者や生

徒などの関係者の間でおおむね妥当であると判断できるものであること

も重要な意味をもつ。
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４ 第３編の資料で紹介する評価方法等の事例の特徴

（１）各教科の事例について

①単元（題材）の評価に関する事例の提示

本資料では，原則として，教科ごとに４事例（社会，理科，保健体育

は６事例，技術・家庭は８事例）を提示している。

事例の提示に当たっては，以下の５点に留意した。

１）事例１は，１単元（題材）における指導と評価の計画を示しながら，

当該教科での各観点の特徴を踏まえた評価の留意点を説明している。

２）「単元（題材）の評価規準」などを示すとともに，それらがどの「評

価規準に盛り込むべき事項」や「評価規準の設定例」を参考に設定さ

れたかが分かるようにしている。

３）「指導と評価の計画」の中に，当該単元（題材）において，どのよ

うな評価方法を選択し，組み合わせたかが分かるようにするとともに，

教科により，必要に応じて，ワークシートや作品などの評価方法とし

て活用したものを資料として提示したり，具体的に工夫した点につい

ての説明を加えたりして，多様な方法を紹介している。

４）「おおむね満足できる」状況，「十分満足できる」状況，「努力を要

する」状況と判断した生徒の具体的な状況の例などを示している。特

に，「十分満足できる」状況という評価になるのは，生徒が実現して

いる学習の状況が質的な高まりや深まりをもっていると判断されると

きであるが，それは具体的にはどのような状況であるかを示している。

また，「努力を要する」状況と判断した生徒への指導の手立てや働き

かけを示したり，「努力を要する」状況に至ることのないよう配慮し

た点を示している。

５）当該単元（題材）において，観点ごとにどのような総括を行ったの

かについて，その考え方や具体例などを示している。

②効果的・効率的な評価

ある単元（題材）において，余りにも多くの評価規準を設定したり，多

くの評価方法を組み合わせたりすることは，評価を行うこと自体が大きな

負担となり，その結果を後の学習指導の改善に生かすことも十分できなく

なるおそれがある。例えば，１単位時間の中で４つの観点全てについて評

価規準を設定し，その全てを評価し学習指導の改善に生かしていくことは

現実的には困難であると考えられる。教師が無理なく生徒の学習状況を的

確に評価できるように評価規準を設定し，評価方法を選択することが必要

である。

また，評価の実践を踏まえ，必要に応じて評価規準や評価方法につい

て検討し，見直しを行っていくことも効果的である。
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本資料では，教科ごとに複数の事例を紹介しているが，効果的・効率

的な評価を進める上で参考となるよう以下の３点に配慮した。

１）評価結果を記録する機会を過度に設定することのないよう，各観点

で１単元（題材）内で平均すると１単位時間当たり１～２回の評価回

数となるよう指導と評価の計画を示した。

２）ノートやレポート，ワークシート，作品など，授業後に教師が確認

しながら評価を行えるような方法と，授業中の見取りを適切に組み合

わせて，全員の学習状況を適切に見取りつつ，それぞれの生徒の特性

にも配慮した評価方法が採用できるよう配慮した。

３）評価が円滑に実施できていないと教師が捉えている観点をはじめと

して，それぞれの観点において，どのような生徒の姿や記述等を評価

対象とすればよいかを明確に示した。

③総括

観点別学習状況の評価を総括する時期を，単元末，学期末，学年末と

した場合，どの段階で，どの評価情報に基づいて総括するかによって，

結果に違いが生じることも考えられる。（例えば，学年末に総括する際，

単元末の評価結果を年間を通して総括するか，一度学期ごとに総括した

評価結果から総括するかで結果が異なる場合もあり得る。）

また，評価情報の蓄積の方法は，次のようなものが考えられる。

・評価のＡ，Ｂ，Ｃを蓄積する方法

学習活動に即した評価規準を観点ごとに設け，「十分満足できる」

状況と判断されるものをＡ,「おおむね満足できる」状況と判断され

るものをＢ，「努力を要する」状況と判断されるものをＣなどのよう

にアルファベットや記号で記録し，その結果を蓄積していく方法で，

総括においてはＡ，Ｂ，Ｃの数を基に判断することになる。

・評価を数値で表して蓄積する方法

学習の実現状況を数値で表したものを蓄積していく方法である。例

えば，Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１というように数値で表し，蓄積する。

総括の際は，蓄積した数値の合計点や平均値などを用いることになる。

観点別学習状況の評価の観点ごとの総括のほか，評定への総括は，学期

末や学年末などに行うことが考えられる。具体的な総括の流れとしては，
以下の図に示したように，幾つかの例が考えられる。

学習過程における評価情報

↓

単元（題材）における観点別学習状況の観点ごとの総括

↓

学期末における観点別学習状況の観点ごとの総括→学期末の評定への総括

↓

学年末における観点別学習状況の観点ごとの総括

↓

学年末の評定への総括
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１）観点別学習状況の評価の観点ごとの総括

単元(題材)における観点ごとの総括は，教科ごとに事例の中でも取り

上げている。学期末や学年末における観点ごとの評価の総括，評定への

総括は，「学習評価の工夫改善に関する調査研究」(平成１６年３月，

国立教育政策研究所)を基に考え方を示している。

なお，各学校における総括の具体的な考え方や方法等は，これらを参

考にしつつ，より一層工夫していくことが必要である。

ア 単元（題材）における観点ごとの評価の総括

単元（題材）においては，学習過程における評価情報を観点ごとに

総括する。観点ごとの評価記録が複数ある場合の総括の方法としては，

次のようなものが考えられる。

（ア）評価結果のＡ，Ｂ，Ｃの数

ある観点で幾つかのまとまりごとに何回か行った評価結果の

Ａ，Ｂ，Ｃの数が多いものが，その観点の学習の実現状況を最もよ

く表しているとする考え方に立つ総括方法である。例えば，３回評

価を行った結果が「ABB」ならばＢと総括する。なお，「AABB」の

総括結果をＡとするかＢとするかなど，同数の場合や三つの記号が

混在する場合の総括の仕方をあらかじめ決めておく必要がある。

（イ）評価結果のＡ，Ｂ，Ｃを数値に表す

ある観点で幾つかのまとまりごとに何回か行った評価結果Ａ，Ｂ，

Ｃを，例えば，Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１のように数値によって

表して，合計したり，平均したりすることで総括する方法である。

例えば，総括の結果をＢとする判断の基準を[１．５≦平均値≦２．

５]とすると，「ABB」の平均値は，約２．３[（３＋２＋２）÷３]

で総括結果はＢとなる。

このほか，本資料では，観点によって特定の評価機会における結果に

ついて重み付けした例なども紹介している。

イ 学期末における観点ごとの評価の総括

学期末における観点ごとの評価の総括は，単元（題材）ごとに総括

した観点ごとの評価結果を基に行う場合と，学習過程における評価情

報から総括する場合が考えられる。

なお，総括の方法は，ア（ア）及び（イ）と同様であると考えられ

る。

ウ 学年末における観点ごとの評価の総括

学年末における観点ごとの総括については，学期末に総括した観点

ごとの評価結果を基に行う場合と，単元（題材）ごとに総括した観点

ごとの評価結果を基に行う場合などが考えられる。

なお，総括の方法は，ア（ア）及び（イ）と同様であると考えられ

る。
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２）観点別学習状況の評価の評定への総括

評定が学習指導要領に示す各教科の目標に照らして学習の実現状況を

総括的に評価するものであるのに対し，観点別学習状況は学習指導要領

に示す各教科の目標に照らして学習の実現状況を分析的に評価するもの

であり，観点別学習状況の評価が評定を行うための基本的な要素となる。

なお，評定への総括の場面は，学期末や学年末などに行われることが

多い。学年末に評定へ総括する場合には，学期末に総括した評定の結果

を基にする場合と，学年末に観点ごとに総括した評価の結果を基にする

場合が考えられる。

観点別学習状況の評価の評定への総括は，各観点の評価結果をＡ，Ｂ，

Ｃの組合せ，又は，Ａ，Ｂ，Ｃを数値で表したものに基づいて総括し，

その結果を中学校では５段階で表す。

Ａ，Ｂ，Ｃの組合せから評定に総括する場合，各観点とも同じ評価が

そろう場合は，中学校については，「AAAA」であれば４又は５，「BBBB」

であれば３，「CCCC」であれば２又は１とするのが適当であると考えら

れる。それ以外の場合は，各観点のＡ，Ｂ，Ｃの数の組合せから適切に

評定する必要がある。

なお，観点別学習状況の評価結果はＡ，Ｂ，Ｃなどで表されるが，そ

こで表された学習の実現状況には幅があるため，機械的に評定を算出す

ることは適当ではない場合も予想される。

また，評定は５，４，３，２，１という数値で表されるが，これを生

徒の学習の実現状況を五つに分類したものとして捉えるのではなく，常

にこの結果の背景にある生徒の具体的な学習の実現状況を思い描き，適

切に捉えることが大切である。

評定への総括に当たっては，このようなことも十分に検討する必要が

ある。

そして，評価に対する妥当性，信頼性等を高めるために，各学校では

観点別学習状況の評価の観点ごとの総括及び評定への総括の考え方や方

法について共通理解を図り，生徒及び保護者に十分説明し理解を得るこ

とが大切である。
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◎各教科の事例を読むに当たって

❏各教科における学習評価

各学校で評価規準を設定する際に，第２編の「評価規準に盛り込むべき事

項」や「評価規準の設定例」をどのように活用するか，また，設定する際の

留意点等について解説している。

❏各教科の事例

事例１は，単元（題材）の目標，単元（題材）の評価規準，指導と評価の

計画，観点別評価の進め方，観点別評価の総括の順に記述されており，単元

（題材）の評価規準の設定から総括までの一連の流れが分かるようにしてい

る。

事例２～４（社会，理科，保健体育については６，技術・家庭については

８）については，それぞれ説明する内容に沿った項目，配列等にしている。

また，全ての事例にキーワードを付し，各事例で紹介する内容のポイント

が分かるようにしている。

さらに，学習指導要領の内容と第２編で示している「評価規準の設定例」

等の関連する箇所が分かるようにしている。

教科名（分野名） 事例△ キーワード

単元（題材）名

第△学年 ◇内容のまとまり

◇は，当該事例で扱う学習指導要領の内容と

評価規準の設定例等との関連を確認できる

よう，本編で示している内容のまとまりを

記しています。

（２）特別活動の事例について

特別活動は，各教科と異なり，全校又は学年を単位として行う活動があ

り，また，学級担任以外の教師が指導することが多い。

このため，参考資料（特別活動編）においては，学習指導要領に示され

た各活動・学校行事ごとに工夫例を交えながら評価の進め方や留意点等に

ついて記述している。特に，指導と評価の計画例では，改善通知で示され

ている評価の観点や，第２編で示している「評価規準に盛り込むべき事項」

を活用している。
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第２編

評価規準に盛り込むべき事項等

- 19 -



- 20 -

suzuki77
楕円



第２編 評価規準に盛り込むべき事項等

第１ 教科目標，評価の観点及びその趣旨等

１ 教科目標

自然の事物・現象に進んでかかわり，目的意識をもって観察，実験などを行い，科学的に探究する能

力の基礎と態度を育てるとともに自然の事物・現象についての理解を深め，科学的な見方や考え方を養

う。

２ 評価の観点及びその趣旨

学習指導要領を踏まえ，理科の特性に応じた評価の観点及びその趣旨は以下のとおりである。

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

自然の事物・現象に進ん 自然の事物・現象の中 観察，実験を行い，基 自然の事物・現象につ

でかかわり，それらを科 に問題を見いだし，目 本操作を習得するとと いて，基本的な概念や

学的に探究するととも 的意識をもって観察， もに，それらの過程や 原理・法則を理解し，

に，事象を人間生活との 実験などを行い，事象 結果を的確に記録，整 知識を身に付けてい

かかわりでみようとす や結果を分析して解釈 理し，自然の事物・現 る。

る。 し，表現している。 象を科学的に探究する

技能の基礎を身に付け

ている。

３ 内容のまとまり

理科においては，以下に示す学習指導要領の内容の第１分野及び第２分野の（１）から（７）を内容

のまとまりとした。

[第１分野] [第２分野]

(1) 身近な物理現象 (1) 植物の生活と種類

(2) 身の回りの物質 (2) 大地の成り立ちと変化

(3) 電流とその利用 (3) 動物の生活と生物の変遷

(4) 化学変化と原子・分子 (4) 気象とその変化

(5) 運動とエネルギー (5) 生命の連続性

(6) 化学変化とイオン (6) 地球と宇宙

(7) 科学技術と人間 (7) 自然と人間

第２ 内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

Ⅰ 第１分野

１ 第１分野の目標

(1) 物質やエネルギーに関する事物・現象に進んでかかわり，その中に問題を見いだし意欲的に探究す

る活動を通して，規則性を発見したり課題を解決したりする方法を習得させる。

(2) 物理的な事物・現象についての観察，実験を行い，観察・実験技能を習得させ，観察，実験の結果

を分析して解釈し表現する能力を育てるとともに，身近な物理現象，電流とその利用，運動とエネル

ギーなどについて理解させ，これらの事物・現象に対する科学的な見方や考え方を養う。

(3) 化学的な事物・現象についての観察，実験を行い，観察・実験技能を習得させ，観察，実験の結果

を分析して解釈し表現する能力を育てるとともに，身の回りの物質，化学変化と原子・分子，化学変

化とイオンなどについて理解させ，これらの事物・現象に対する科学的な見方や考え方を養う。

(4) 物質やエネルギーに関する事物・現象を調べる活動を行い，これらの活動を通して科学技術の発展

と人間生活とのかかわりについて認識を深め，科学的に考える態度を養うとともに，自然を総合的に

見ることができるようにする。
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２ 第１分野の評価の観点の趣旨

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

物質やエネルギーに関す 物質やエネルギーに関 物質やエネルギーに関 観察や実験などを通し

る事物・現象に進んでか する事物・現象の中に する事物・現象につい て，物質やエネルギー

かわり，それらを科学的 問題を見いだし，目的 ての観察，実験の基本 に関する事物・現象に

に探究するとともに，事 意識をもって観察，実 操作を習得するととも ついての基本的な概念

象を人間生活とのかかわ 験などを行い，事象や に，観察，実験の計画 や原理・法則を理解

りでみようとする。 結果を分析して解釈 的な実施，結果の記録 し，知識を身に付けて

し，表現している。 や整理など，事象を科 いる。

学的に探究する技能の

基礎を身に付けてい

る。

３ 学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

（１）「身近な物理現象」

【学習指導要領の内容】

身近な事物・現象についての観察，実験を通して，光や音の規則性，力の性質について理解させると

ともに，これらの事物・現象を日常生活や社会と関連付けて科学的にみる見方や考え方を養う。

ア 光と音

(ｱ) 光の反射・屈折

光の反射や屈折の実験を行い，光が水やガラスなどの物質の境界面で反射，屈折するときの規

則性を見いだすこと。

(ｲ) 凸レンズの働き

凸レンズの働きについての実験を行い，物体の位置と像の位置及び像の大きさの関係を見いだ

すこと。

(ｳ) 音の性質

音についての実験を行い，音はものが振動することによって生じ空気中などを伝わること及び

音の高さや大きさは発音体の振動の仕方に関係することを見いだすこと。

イ 力と圧力

(ｱ) 力の働き

物体に力を働かせる実験を行い，物体に力が働くとその物体が変形したり動き始めたり，運動

の様子が変わったりすることを見いだすとともに，力は大きさと向きによって表されることを知

ること。

(ｲ) 圧力

圧力についての実験を行い，圧力は力の大きさと面積に関係があることを見いだすこと。ま

た，水圧や大気圧の実験を行い，その結果を水や空気の重さと関連付けて捉えること。

【「身近な物理現象」の評価規準に盛り込むべき事項】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

光と音，力と圧力に関す 光と音，力と圧力に関 光と音，力と圧力に関 観察や実験などを通し

る事物・現象に進んで関 する事物・現象の中に する事物・現象につい て，光と音，力と圧力

わり，それらを科学的に 問題を見いだし，目的 ての観察，実験の基本 に関する事物・現象に

探究するとともに，事象 意識をもって観察，実 操作を習得するととも ついての基本的な概念

を日常生活との関わりで 験などを行い，事象や に，観察，実験の計画 や原理・法則を理解

みようとする。 結果を分析して解釈 的な実施，結果の記録 し，知識を身に付けて

し，自らの考えを表現 や整理など，事象を科 いる。

している。 学的に探究する技能の
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基礎を身に付けてい

る。

【「身近な物理現象」の評価規準の設定例】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

・光の反射・屈折，凸レ ・光の反射・屈折，凸 ・光の反射・屈折，凸 ・光が反射，屈折する

ンズの働き，音の性質 レンズの働き，音の レンズの働き，音の ときの規則性，凸レ

に関する事物・現象に 性質に関する事物・ 性質に関する観察， ンズにおける物体の

進んで関わり，それら 現象の中に問題を見 実験の基本操作を習 位置と像の位置や大

を科学的に探究しよう いだし，目的意識を 得するとともに，観 きさとの関係，音の

とするとともに，事象 もって観察，実験な 察，実験の計画的な 発生と伝わり方，音

を日常生活との関わり どを行い，光が反射， 実施，結果の記録や の高さや大きさと発

でみようとする。 屈折するときの規則 整理などの仕方を身 音体の振動の関係な

性，凸レンズにおけ に付けている。 どについて基本的な

る物体の位置と像の 概念や原理・法則を

位置や大きさとの関 理解し，知識を身に

係，音の発生と伝わ 付けている。

り方，音の高さや大

きさと発音体の振動

の関係などについて

自らの考えを導き，

表現している。

・力の働き，圧力に関す ・力の働き，圧力に関 ・力の働き，圧力に関 ・物体に力が働くと変

る事物・現象に進んで する事物・現象の中 する観察，実験の基 形したり運動の様子

関わり，それらを科学 に問題を見いだし， 本操作を習得すると が変わったりするこ

的に探究しようとする 目的意識をもって観 ともに，観察，実験 と，力は大きさと向

とともに，事象を日常 察，実験などを行い， の計画的な実施，結 きによって表される

生活との関わりでみよ 力が働いた物体の形 果の記録や整理など こと，圧力は力の大

うとする。 や運動の様子の変 の仕方を身に付けて きさと面積に関係が

化，圧力と力の大き いる。 あること，水圧や大

さや面積との関係， 気圧が水や空気の重

水圧や大気圧と水や さと関連することな

空気の重さとの関連 どについて基本的な

などについて自らの 概念や原理・法則を

考えを導いたりまと 理解し，知識を身に

めたりして，表現し 付けている。

ている。

（２）「身の回りの物質」

【学習指導要領の内容】

身の回りの物質についての観察，実験を通して，固体や液体，気体の性質，物質の状態変化について

理解させるとともに，物質の性質や変化の調べ方の基礎を身に付けさせる。

ア 物質のすがた

(ｱ) 身の回りの物質とその性質

身の回りの物質の性質を様々な方法で調べ，物質には密度や加熱したときの変化など固有の性

質と共通の性質があることを見いだすとともに，実験器具の操作，記録の仕方などの技能を身に

付けること。

(ｲ) 気体の発生と性質

気体を発生させてその性質を調べる実験を行い，気体の種類による特性を見いだすとともに，
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気体を発生させる方法や捕集法などの技能を身に付けること。

イ 水溶液

(ｱ) 物質の溶解

物質が水に溶ける様子の観察を行い，水溶液の中では溶質が均一に分散していることを見いだ

すこと。

(ｲ) 溶解度と再結晶

水溶液から溶質を取り出す実験を行い，その結果を溶解度と関連付けて捉えること。

ウ 状態変化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(ｱ) 状態変化と熱

物質の状態変化についての観察，実験を行い，状態変化によって物質の体積は変化するが質量

は変化しないことを見いだすこと。

(ｲ) 物質の融点と沸点

物質の状態が変化するときの温度の測定を行い，物質は融点や沸点を境に状態が変化すること

や沸点の違いによって物質の分離ができることを見いだすこと。

【「身の回りの物質」の評価規準に盛り込むべき事項】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

物質のすがた，水溶液， 物質のすがた，水溶液， 物質のすがた，水溶液， 観察や実験などを通し

状態変化に関する事物・ 状態変化に関する事物 状態変化に関する事物 て，物質のすがた，水

現象に進んで関わり，そ ・現象の中に問題を見 ・現象についての観 溶液，状態変化に関す

れらを科学的に探究する いだし，目的意識をも 察，実験の基本操作を る事物・現象について

とともに，事象を日常生 って観察，実験などを 習得するとともに，観 の基本的な概念や原理

活との関わりでみようと 行い，事象や結果を分 察，実験の計画的な実 ・法則を理解し，知識

する。 析して解釈し，自らの 施，結果の記録や整理 を身に付けている。

考えを表現している。 など，事象を科学的に

探究する技能の基礎を

身に付けている。

【「身の回りの物質」の評価規準の設定例】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

・身の回りの物質とその ・身の回りの物質とそ ・実験器具の操作，気 ・物質の固有の性質と

性質，気体の発生と性 の性質，気体の発生 体を発生させる方法 共通の性質，気体の

質に関する事物・現象 と性質に関する事物 や捕集法など観察， 種類による特性など

に進んで関わり，それ ・現象の中に問題を 実験の基本操作を習 について基本的な概

らを科学的に探究しよ 見いだし，目的意識 得するとともに，観 念を理解し，知識を

うとするとともに，事 をもって観察，実験 察，実験の計画的な 身に付けている。

象を日常生活との関わ などを行い，物質の 実施，結果の記録や

りでみようとする。 固有の性質と共通の 整理などの仕方を身

性質，気体の種類に に付けている。

よる特性などについ

て自らの考えを導

き，表現している。

・物質の溶解，溶解度と ・物質の溶解，溶解度 ・物質の溶解，溶解度 ・水溶液中では溶質が

再結晶に関する事物・ と再結晶に関する事 と再結晶に関する観 均一に分散している

現象に進んで関わり， 物・現象の中に問題 察，実験の基本操作 こと，水溶液から溶

それらを科学的に探究 を見いだし，目的意 を習得するととも 質を取り出すことな

しようとするととも 識をもって観察，実 に，観察，実験の計 どについて基本的な
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に，事象を日常生活と 験などを行い，粒子 画的な実施，結果の 概念を理解し，知識

の関わりでみようとす のモデルと関連付け 記録や整理などの仕 を身に付けている。

る。 た溶質の均一な分 方を身に付けてい

散，溶解度と再結晶 る。

との関連などについ

て自らの考えを導い

たりまとめたりし

て，表現している。

・状態変化と熱，物質の ・状態変化と熱，物質 ・状態変化と熱，物質 ・状態変化によって物

融点と沸点に関する事 の融点と沸点に関す の融点と沸点に関す 質の体積は変化する

物・現象に進んでかか る事物・現象の中に る事物・現象につい が質量は変化しない

わり，それらを科学的 問題を見いだし，目 ての観察，実験の基 こと，物質は融点や

に探究しようとすると 的意識をもって観 本操作を習得すると 沸点を境に状態が変

ともに，事象を日常生 察，実験などを行い， ともに，観察，実験 化すること，沸点の

活とのかかわりでみよ 粒子のモデルと関連 の計画的な実施，結 違いによって物質の

うとする。 付けた状態変化によ 果の記録や整理など 分離ができることな

る体積の変化，融点 の仕方を身に付けて どについて基本的な

や沸点を境にした物 いる。 概念を理解し，知識

質の状態変化，沸点 を身に付けている。

の違いによる物質の

分離などについて自

らの考えを導き，表

現している。

（３）「電流とその利用」

【学習指導要領の内容】

電流回路についての観察，実験を通して，電流と電圧との関係及び電流の働きについて理解させると

ともに，日常生活や社会と関連付けて電流と磁界についての初歩的な見方や考え方を養う。

ア 電流

(ｱ) 回路と電流・電圧

回路をつくり，回路の電流や電圧を測定する実験を行い，回路の各点を流れる電流や各部に加

わる電圧についての規則性を見いだすこと。

(ｲ) 電流・電圧と抵抗

金属線に加わる電圧と電流を測定する実験を行い，電圧と電流の関係を見いだすとともに金属

線には電気抵抗があることを見いだすこと。

(ｳ) 電気とそのエネルギー

電流によって熱や光などを発生させる実験を行い，電流から熱や光などが取り出せること及び

電力の違いによって発生する熱や光などの量に違いがあることを見いだすこと。

(ｴ) 静電気と電流

異なる物質同士をこすり合わせると静電気が起こり，帯電した物体間では空間を隔てて力が働

くこと及び静電気と電流は関係があることを見いだすこと。

イ 電流と磁界

(ｱ) 電流がつくる磁界

磁石や電流による磁界の観察を行い，磁界を磁力線で表すことを理解するとともに，コイルの

回りに磁界ができることを知ること。

(ｲ) 磁界中の電流が受ける力

磁石とコイルを用いた実験を行い，磁界中のコイルに電流を流すと力が働くことを見いだすこ

と。

(ｳ) 電磁誘導と発電

磁石とコイルを用いた実験を行い，コイルや磁石を動かすことにより電流が得られることを見

いだすとともに，直流と交流の違いを理解すること。
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【「電流とその利用」の評価規準に盛り込むべき事項】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

電流と電圧との関係及び 電流と電圧との関係及 電流と電圧との関係及 観察や実験などを通し

電流の働きに関する事物 び電流の働きに関する び電流の働きに関する て，電流と電圧との関

・現象に進んで関わり， 事物・現象の中に問題 事物・現象についての 係及び電流の働きに関

それらを科学的に探究す を見いだし，目的意識 観察，実験の基本操作 する事物・現象につい

るとともに，事象を日常 をもって観察，実験な を習得するとともに， ての基本的な概念や原

生活との関わりでみよう どを行い，事象や結果 観察，実験の計画的な 理・法則を理解し，知

とする。 を分析して解釈し，自 実施，結果の記録や整 識を身に付けている。

らの考えを表現してい 理など，事象を科学的

る。 に探究する技能の基礎

を身に付けている。

【「電流とその利用」の評価規準の設定例】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

・回路と電流・電圧，電 ・回路と電流・電圧， ・回路と電流・電圧， ・回路における電流や

流・電圧と抵抗，電気 電流・電圧と抵抗， 電流・電圧と抵抗， 電圧の規則性，金属

とそのエネルギー，静 電気とそのエネルギ 電気とそのエネルギ 線に加わる電圧と電

電気と電流に関する事 ー，静電気と電流に ー，静電気と電流に 流の関係や電気抵

物・現象に進んで関わ 関する事物・現象の 関する観察，実験の 抗，電流による熱や

り，それらを科学的に 中に問題を見いだ 基本操作を習得する 光の発生と電力との

探究しようとするとと し，目的意識をもっ とともに，観察，実 関連，静電気の性質

もに，事象を日常生活 て観察，実験などを 験の計画的な実施， や静電気と電流との

との関わりでみようと 行い，回路における 結果の記録や整理な 関係などについて基

する。 電流や電圧の規則 どの仕方を身に付け 本的な概念や原理・

性，金属線に加わる ている。 法則を理解し，知識

電圧と電流の関係や を身に付けている。

電気抵抗，電流によ

る熱や光の発生と電

力との関連，静電気

の性質や静電気と電

流との関係などにつ

いて自らの考えを導

き，表現している。

・電流がつくる磁界，磁 ・電流がつくる磁界， ・電流がつくる磁界， ・磁界を磁力線で表す

界中の電流が受ける 磁界中の電流が受け 磁界中の電流が受け ことやコイルの回り

力，電磁誘導と発電に る力，電磁誘導と発 る力，電磁誘導と発 に磁界ができるこ

関する事物・現象に進 電に関する事物・現 電に関する観察，実 と，磁界中のコイル

んで関わり，それらを 象の中に問題を見い 験の基本操作を習得 に電流を流すと力が

科学的に探究しようと だし，目的意識をも するとともに，観察， 働くこと，コイルや

するとともに，事象を って観察，実験など 実験の計画的な実 磁石を動かすと電流

日常生活との関わりで を行い，磁界の表し 施，結果の記録や整 が得られること，直

みようとする。 方やコイルの回りに 理などの仕方を身に 流と交流の違いなど

できる磁界，磁界中 付けている。 について基本的な概

のコイルに電流を流 念や原理・法則を理

したときに働く力， 解し，知識を身に付

コイルや磁石を動か けている。
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すときに得られる電

流などについて自ら

の考えを導いたりま

とめたりして，表現

している。

（４）「化学変化と原子・分子」

【学習指導要領の内容】

化学変化についての観察，実験を通して，化合，分解などにおける物質の変化やその量的な関係につ

いて理解させるとともに，これらの事象を原子，分子のモデルと関連付けてみる見方や考え方を養う。

ア 物質の成り立ち

(ｱ) 物質の分解

物質を分解する実験を行い，分解して生成した物質から元の物質の成分が推定できることを見

いだすこと。

(ｲ) 原子・分子

物質は原子や分子からできていることを理解し，原子は記号で表されることを知ること。

イ 化学変化

(ｱ) 化合

２種類の物質を化合させる実験を行い，反応前とは異なる物質が生成することを見いだすとと

もに，化学変化は原子や分子のモデルで説明できること，化合物の組成は化学式で表されること

及び化学変化は化学反応式で表されることを理解すること。

(ｲ) 酸化と還元

酸化や還元の実験を行い，酸化や還元が酸素の関係する反応であることを見いだすこと。

(ｳ) 化学変化と熱

化学変化によって熱を取り出す実験を行い，化学変化には熱の出入りが伴うことを見いだすこ

と。

ウ 化学変化と物質の質量

(ｱ) 化学変化と質量の保存

化学変化の前後における物質の質量を測定する実験を行い，反応物の質量の総和と生成物の質

量の総和が等しいことを見いだすこと。

(ｲ) 質量変化の規則性

化学変化に関係する物質の質量を測定する実験を行い，反応する物質の質量の間には一定の関

係があることを見いだすこと。

【「化学変化と原子・分子」の評価規準に盛り込むべき事項】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

物質の成り立ち，化学変 物質の成り立ち，化学 物質の成り立ち，化学 観察や実験などを通し

化，化学変化と物質の質 変化，化学変化と物質 変化，化学変化と物質 て，物質の成り立ち，

量に関する事物・現象に の質量に関する事物・ の質量に関する事物・ 化学変化，化学変化と

進んで関わり，それらを 現象の中に問題を見い 現象についての観察， 物質の質量に関する事

科学的に探究するととも だし，目的意識をもっ 実験の基本操作を習得 物・現象についての基

に，事象を日常生活との て観察，実験などを行 するとともに，観察， 本的な概念や原理・法

関わりでみようとする。 い，事象や結果を分析 実験の計画的な実施， 則を理解し，知識を身

して解釈し，自らの考 結果の記録や整理な に付けている。

えを表現している。 ど，事象を科学的に探

究する技能の基礎を身

に付けている。
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【「化学変化と原子・分子」の評価規準の設定例】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

・物質の分解，原子・分 ・物質の分解，原子・ ・物質の分解，原子・ ・分解して生成した物

子に関する事物・現象 分子に関する事物・ 分子に関する事物・ 質から元の物質の成

に進んで関わり，それ 現象の中に問題を見 現象について観察， 分が推定できるこ

らを科学的に探究しよ いだし，目的意識を 実験の基本操作を習 と，物質は原子や分

うとするとともに，事 もって観察，実験な 得するとともに，観 子からできているこ

象を日常生活との関わ どを行い，分解して 察，実験の計画的な と，原子は記号で表

りでみようとする。 生成した物質から元 実施，結果の記録や されることなどにつ

の物質の成分が推定 整理などの仕方を身 いて基本的な概念を

できること，物質は に付けている。 理解し，知識を身に

原子や分子からでき 付けている。

ていることなどにつ

いて自らの考えを導

いたりまとめたりし

て，表現している。

・化合，酸化と還元，化 ・化合，酸化と還元， ・化合，酸化と還元， ・化合によって反応前

学反応と熱に関する事 化学変化と熱に関す 化学変化と熱に関す とは異なる物質が生

物・現象に進んで関わ る事物・現象の中に る観察，実験の基本 成すること，化学変

り，それらを科学的に 問題を見いだし，目 操作を習得するとと 化は原子や分子のモ

探究しようとするとと 的意識をもって観 もに，観察，実験の デルで説明できるこ

もに，事象を日常生活 察，実験などを行い， 計画的な実施，結果 と，化合物の組成は

との関わりでみようと 原子や分子のモデル の記録や整理などの 化学式で，化学変化

する。 と関連付けた化合に 仕方を身に付けてい は化学反応式で表さ

よる異なる物質の生 る。 れること，酸化と還

成，原子や分子のモ 元は酸素の関係する

デルと関連付けた酸 反応であること，化

化・還元と酸素との 学変化には熱の出入

関係，化学変化に伴 りが伴うことなどに

う熱の出入りなどに ついて基本的な概念

ついて自らの考えを を理解し，知識を身

導いたりまとめたり に付けている。

して，表現している。

・化学変化と質量の保 ・化学変化と質量の保 ・化学変化における物 ・反応の前後で物質の

存，質量変化の規則性 存，質量変化の規則 質の質量の測定など 質量の総和が等しい

に関する事物・現象に 性に関する事物・現 観察，実験の基本操 こと，反応する物質

進んで関わり，それら 象の中に問題を見い 作を習得するととも の質量の間には一定

を科学的に探究しよう だし，目的意識をも に，観察，実験の計 の関係があることな

とするとともに，事象 って観察，実験など 画的な実施，結果の どについて基本的な

を日常生活との関わり を行い，原子や分子 記録や整理などの仕 概念や原理・法則を

でみようとする。 のモデルと関連付け 方を身に付けてい 理解し，知識を身に

て，反応物の質量の る。 付けている。

総和と生成物の質量

の総和が等しいこ

と，反応する物質の

質量の間には一定の

関係があることなど

について自らの考え

を導き，表現してい

る。
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（５）「運動とエネルギー」

【学習指導要領の内容】

物体の運動やエネルギーに関する観察，実験を通して，物体の運動の規則性やエネルギーの基礎につ

いて理解させるとともに，日常生活や社会と関連付けて運動とエネルギーの初歩的な見方や考え方を養

う。

ア 運動の規則性

(ｱ) 力のつり合い

物体に働く２力についての実験を行い，力がつり合うときの条件を見いだすこと。また，力の

合成と分解についての実験を行い，合力や分力の規則性を理解すること。

(ｲ) 運動の速さと向き

物体の運動についての観察，実験を行い，運動には速さと向きがあることを知ること。

(ｳ) 力と運動

物体に力が働く運動及び力が働かない運動についての観察，実験を行い，力が働く運動では運

動の向きや時間の経過に伴って物体の速さが変わること及び力が働かない運動では物体は等速直

線運動することを見いだすこと。

イ 力学的エネルギー

(ｱ) 仕事とエネルギー

仕事に関する実験を行い，仕事と仕事率について理解すること。また，衝突の実験を行い，物

体のもつエネルギーの量は物体が他の物体になしうる仕事で測れることを理解すること。

(ｲ) 力学的エネルギーの保存

力学的エネルギーに関する実験を行い，運動エネルギーと位置エネルギーが相互に移り変わる

ことを見いだし，力学的エネルギーの総量が保存されることを理解すること。

【「運動とエネルギー」の評価規準に盛り込むべき事項】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

運動の規則性，力学的エ 運動の規則性，力学的 運動の規則性，力学的 観察や実験などを通し

ネルギーに関する事物・ エネルギーに関する事 エネルギーに関する事 て，運動の規則性，力

現象に進んで関わり，そ 物・現象の中に問題を 物・現象についての観 学的エネルギーに関す

れらを科学的に探究する 見いだし，目的意識を 察，実験の基本操作を る事物・現象について

とともに，事象を日常生 もって観察，実験など 習得するとともに，観 の基本的な概念や原理

活との関わりでみようと を行い，事象や結果を 察，実験の計画的な実 ・法則を理解し，知識

する。 分析して解釈し，自ら 施，結果の記録や整理 を身に付けている。

の考えを表現してい など，事象を科学的に

る。 探究する技能の基礎を

身に付けている。

【「運動とエネルギー」の評価規準の設定例】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

・力のつり合い，運動の ・力のつり合い，運動 ・力のつり合い，運動 ・力がつり合うときの

速さと向き，力と運動 の速さと向き，力と の速さと向き，力と 条件，合力や分力の

に関する事物・現象に 運動に関する事物・ 運動に関する観察， 規則性，運動の速さ

進んで関わり，それら 現象の中に問題を見 実験の基本操作を習 と向き，物体に力が

を科学的に探究しよう いだし，目的意識を 得するとともに，観 働くときと働かない

とするとともに，事象 もって観察，実験な 察，実験の計画的な ときの運動の規則性

を日常生活との関わり どを行い，力がつり 実施，結果の記録や などについて基本的

でみようとする。 合うときの条件，合 整理などの仕方を身 な概念や原理・法則

力や分力の規則性， に付けている。 を理解し，知識を身

運動の速さと向き， に付けている。
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物体に力が働くとき

と働かないときの運

動の規則性などにつ

いて自らの考えを導

いたりまとめたりし

て，表現している。

・仕事とエネルギー，力 ・仕事とエネルギー， ・仕事とエネルギー， ・仕事と仕事率，物体

学的エネルギーの保存 力学的エネルギーの 力学的エネルギーの

に関する事物・現象に 保存に関する事物・ 保存に関する観察，

進んで関わり，それら 現象の中に問題を見 実験の基本操作を習

を科学的に探究しよう いだし，目的意識を 得するとともに，観

とするとともに，事象 もって観察，実験な 察，実験の計画的な

を日常生活との関わり どを行い，仕事と仕 実施，結果の記録や

でみようとする。 事率，エネルギーと 整理などの仕方を身

仕事，運動エネルギ に付けている。

ーと位置エネルギー

の相互の移り変わ

り，力学的エネルギ

ーの保存などについ

て自らの考えを導い

のもつエネルギーの

量は物体がほかの物

体になしうる仕事で

測れること，運動エ

ネルギーと位置エネ

ルギーが相互に移り

変わること，力学的

エネルギーの総量が

保存されることなど

について基本的な概

念や原理・法則を理

解し，知識を身に付

けている。

たりまとめたりし

て，表現している。

（６）「化学変化とイオン」

【学習指導要領の内容】

化学変化についての観察，実験を通して，水溶液の電気伝導性や中和反応について理解させるととも

に，これらの事物・現象をイオンのモデルと関連付けてみる見方や考え方を養う。

ア 水溶液とイオン

(ｱ) 水溶液の電気伝導性

水溶液に電流を流す実験を行い，水溶液には電流が流れるものと流れないものとがあることを

見いだすこと。

(ｲ) 原子の成り立ちとイオン

電気分解の実験を行い，電極に物質が生成することからイオンの存在を知ること。また，イオ

ンの生成が原子の成り立ちに関係することを知ること。

(ｳ) 化学変化と電池

電解質水溶液と２種類の金属などを用いた実験を行い，電流が取り出せることを見いだすとと

もに，化学エネルギーが電気エネルギーに変換されていることを知ること。

イ 酸・アルカリとイオン

(ｱ) 酸・アルカリ

酸とアルカリの性質を調べる実験を行い，酸とアルカリのそれぞれの特性が水素イオンと水酸

化物イオンによることを知ること。

(ｲ) 中和と塩

中和反応の実験を行い，酸とアルカリを混ぜると水と塩が生成することを理解すること。

【「化学変化とイオン」の評価規準に盛り込むべき事項】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

水溶液とイオン，酸・ア 水溶液とイオン，酸・ 水溶液とイオン，酸・ 観察や実験などを通し

ルカリとイオンに関する アルカリとイオンに関 アルカリとイオンに関 て，水溶液とイオン，

事物・現象に進んで関わ する事物・現象の中に する事物・現象につい 酸・アルカリとイオン

り，それらを科学的に探 問題を見いだし，目的 ての観察，実験の基本 に関する事物・現象に
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究するとともに，事象を 意識をもって観察，実 操作を習得するととも ついての基本的な概念

日常生活との関わりでみ 験などを行い，事象や に，観察，実験の計画 や原理・法則を理解

ようとする。 結果を分析して解釈 的な実施，結果の記録 し，知識を身に付けて

し，自らの考えを表現 や整理など，事象を科 いる。

している。 学的に探究する技能の

基礎を身に付けてい

る。

【「化学変化とイオン」の評価規準の設定例】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

・水溶液の電気伝導性， ・水溶液の電気伝導 ・水溶液の電気伝導 ・水溶液には電流が流

原子の成り立ちとイオ 性，原子の成り立ち 性，電気分解，電池 れるものと流れない

ン，化学変化と電池に とイオン，化学変化 に関する観察，実験 ものがあること，イ

関する事物・現象に進 と電池に関する事物 の基本操作を習得す オンが存在するこ

んで関わり，それらを ・現象の中に問題を るとともに，観察， と，イオンの生成が

科学的に探究しようと 見いだし，目的意識 実験の計画的な実 原子の成り立ちに関

するとともに，事象を をもって観察，実験 施，結果の記録や整 係すること，電池は

日常生活との関わりで などを行い，水溶液 理などの仕方を身に 化学エネルギーが電

みようとする。 の種類と電気伝導 付けている。 気エネルギーに変換

性，イオンの存在， されていることなど

イオンのモデルと関 について基本的な概

連付けた化学変化に 念を理解し，知識を

よる電流の取出しな 身に付けている。

どについて自らの考

えを導いたりまとめ

たりして，表現して

いる。

・酸・アルカリ，中和と ・酸・アルカリ，中和 ・酸・アルカリの性 ・酸・アルカリの特性

塩に関する事物・現象 と塩に関する事物・ 質，中和反応に関す が水素イオンと水酸

に進んで関わり，それ 現象の中に問題を見 る観察，実験の基本 化物イオンによるこ

らを科学的に探究しよ いだし，目的意識を 操作を習得するとと と，中和反応によっ

うとするとともに，事 もって観察，実験な もに，観察，実験の て水と塩が生成する

象を日常生活との関わ どを行い，酸・アル 計画的な実施，結果 ことなどについて基

りでみようとする。 カリの特性と水素イ の記録や整理などの 本的な概念を理解

オン・水酸化物イオ 仕方を身に付けてい し，知識を身に付け

ンとの関係，イオン る。 ている。

のモデルと関連付け

た中和反応による水

と塩の生成などにつ

いて自らの考えをま

とめ，表現している。

（７）「科学技術と人間」

【学習指導要領の内容】

エネルギー資源の利用や科学技術の発展と人間生活とのかかわりについて認識を深め，自然環境の保

全と科学技術の利用の在り方について科学的に考察し判断する態度を養う。

ア エネルギー

(ｱ) 様々なエネルギーとその変換

エネルギーに関する観察，実験を通して，日常生活や社会では様々なエネルギーの変換を利用
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していることを理解すること。

(ｲ) エネルギー資源

人間は，水力，火力，原子力などからエネルギーを得ていることを知るとともに，エネルギー

の有効な利用が大切であることを認識すること。

イ 科学技術の発展

(ｱ) 科学技術の発展

科学技術の発展の過程を知るとともに,科学技術が人間の生活を豊かで便利にしてきたことを

認識すること。

ウ 自然環境の保全と科学技術の利用

(ｱ) 自然環境の保全と科学技術の利用

自然環境の保全と科学技術の利用の在り方について科学的に考察し，持続可能な社会をつくる

ことが重要であることを認識すること。

【「科学技術と人間」の評価規準に盛り込むべき事項】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

エネルギー，科学技術の エネルギー，科学技術 エネルギー，科学技術 観察，実験，調査など

発展，自然環境の保全と の発展，自然環境の保 の発展，自然環境の保 を行い，エネルギー，

科学技術の利用に関する 全と科学技術の利用に 全と科学技術の利用に 科学技術の発展，自然

事物・現象に進んで関わ 関する事物・現象の中 関する観察，実験，調 環境の保全と科学技術

り，それらを科学的に探 に問題を見いだし，目 査などを行い，観察， の利用に関する事物・

究するとともに，自然環 的意識をもって観察， 実験などの計画的な実 現象についての基本的

境の保全と科学技術の利 実験などを行い，事象 施，結果の記録や整理 な概念や原理・法則を

用の在り方について科学 や結果を分析して解釈 など，事象を科学的に 理解し，エネルギー資

的に考察し判断しようと し，自らの考えを表現 探究する技能の基礎を 源の利用や科学技術の

する。 している。 身に付けている。 発展と人間生活との関

わりについて認識して

いる。

【「科学技術と人間」の評価規準の設定例】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

・様々なエネルギーとそ ・様々なエネルギーと ・様々なエネルギーと ・様々な形態のエネル

の変換，エネルギー資 その変換，エネルギ その変換，エネルギ ギーが相互に変換さ

源に関する事物・現象 ー資源に関する事物 ー資源に関する観 れることを理解し，

に進んで関わり，それ ・現象の中に問題を 察，実験などの計画 エネルギー資源の有

らを科学的に探究しよ 見いだし，目的意識 的な実施，結果の記 効な利用が大切であ

うとするとともに，事 をもって観察，実験 録や整理などの仕方 ることを認識してい

象を日常生活との関わ などを行い，エネル を身に付けている。 る。

りでみようとする。 ギー資源の安定な確

保と有効利用が大切

であることなどにつ

いて自らの考えを導

いたりまとめたりし

て，表現している。

・科学技術の発展に関す ・科学技術の発展に関 ・科学技術の発展に関 ・科学技術の発展の過

る具体的な事例に進ん する具体的な事例の する具体的な事例の 程を理解し，科学技

で関わり，それらを科 調査などを行い，科 調査などを行い，結 術の発展や科学技術

学的に探究しようとす 学技術が人間の生活 果の記録や整理，資 が人間生活を豊かで
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るとともに，事象を日 を豊かで便利にして 料の活用の仕方など 便利にしてきたこと

常生活との関わりでみ きたことについて自 を身に付けている。 について認識してい

ようとする。 らの考えをまとめ， る。

表現している。

・自然環境の保全と科学 ・自然環境の保全と科 ・自然環境の保全と科 ・自然環境の保全と科

技術の利用に関する事 学技術の利用に関す 学技術の利用に関す 学技術の利用につい

物・現象に進んで関わ る事物・現象の中に る事物・現象につい て理解し，持続可能

り，それらを科学的に 問題を見いだし，テ て調査を行い，結果 な社会をつくること

探究しようとするとと ーマを設定して調査 の記録や整理，資料 の重要性を認識して

もに，科学的な根拠に を行い，自然環境の の活用の仕方などを いる。

基づいて意思決定しよ 保全と科学技術の利 身に付けている。

うとする。 用の在り方につい

て，科学的な根拠に

基づいて考えを導い

たり判断したりし

て，表現している。
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Ⅱ 第２分野

１ 第２分野の目標

(1) 生物とそれを取り巻く自然の事物・現象に進んでかかわり，その中に問題を見いだし意欲的に探究

する活動を通して，多様性や規則性を発見したり課題を解決したりする方法を習得させる。

(2) 生物や生物現象について観察，実験を行い，観察・実験技能を習得させ，観察，実験の結果を分析

して解釈し表現する能力を育てるとともに，植物や動物の生活と種類，生物の細胞と生殖などについ

て理解させ，これらの事物・現象に対する科学的な見方や考え方を養う。

(3) 地学的な事物・現象についての観察，実験を行い，観察・実験技能を習得させ，観察，実験結果を

分析して解釈し表現する能力を育てるとともに，大地の成り立ちと変化，気象とその変化，地球と宇

宙などについて理解させ，これらの事物・現象に対する科学的な見方や考え方を養う。

(4) 生物とそれを取り巻く自然の事物・現象を調べる活動を行い，自然の調べ方を身に付けるとともに，

これらの活動を通して生命を尊重し，自然環境の保全に寄与する態度を育て，自然を総合的にみるこ

とができるようにする。

２ 第２分野の評価の観点の趣旨

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

生物とそれを取り巻く自 生物とそれを取り巻く 生物とそれを取り巻く 観察や実験などを通し

然の事物・現象に進んで 自然の事物・現象の中 自然の事物・現象に関 て，生物とそれを取り

かかわり，それらを科学 に問題を見いだし，目 する観察，実験の基本 巻く自然の事物・現象

的に探究するとともに， 的意識をもって観察， 操作を習得するととも に関する基本的な概念

生命を尊重し，自然環境 実験などを行い，事象 に，観察，実験の計画 や原理・法則を理解

の保全に寄与しようとす や結果を分析して解釈 的な実施，結果の記録 し，知識を身に付けて

る。 し，表現している。 や整理など，事象を科 いる。

学的に探究する技能の

基礎を身に付けてい

る。

３ 学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

（１）「植物の生活と種類」

【学習指導要領の内容】

身近な植物などについての観察，実験を通して，生物の調べ方の基礎を身に付けさせるとともに，植

物の体のつくりと働きを理解させ，植物の生活と種類についての認識を深める。

ア 生物の観察

(ｱ) 生物の観察

校庭や学校周辺の生物の観察を行い，いろいろな生物が様々な場所で生活していることを見い

だすとともに，観察器具の操作，観察記録の仕方などの技能を身に付け，生物の調べ方の基礎を

習得すること。

イ 植物の体のつくりと働き

(ｱ) 花のつくりと働き

いろいろな植物の花のつくりの観察を行い，その観察記録に基づいて，花のつくりの基本的な

特徴を見いだすとともに，それらを花の働きと関連付けて捉えること。

(ｲ) 葉・茎・根のつくりと働き

いろいろな植物の葉，茎，根のつくりの観察を行い，その観察記録に基づいて，葉，茎，根の

つくりの基本的な特徴を見いだすとともに，それらを光合成，呼吸，蒸散に関する実験結果と関

連付けて捉えること。

ウ 植物の仲間

(ｱ) 種子植物の仲間

花や葉，茎，根の観察記録に基づいて，それらを相互に関連付けて考察し，植物が体のつくり

の特徴に基づいて分類できることを見いだすとともに，植物の種類を知る方法を身に付けること。
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(ｲ) 種子をつくらない植物の仲間

シダ植物やコケ植物の観察を行い，これらと種子植物の違いを知ること。

【「植物の生活と種類」の評価規準に盛り込むべき事項】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

生物の観察，植物の体の 生物の観察，植物の体 生物の観察，植物の体 観察や実験などを行

つくりと働き，植物の仲 のつくりと働き，植物 のつくりと働き，植物 い，植物の体のつくり

間に関する事物・現象に の仲間に関する事物・ の仲間に関する事物・ と働き，植物の仲間に

進んで関わり，それらを 現象の中に問題を見い 現象についての観察， 関する事物・現象につ

科学的に探究するととも だし，目的意識をもっ 実験の基本操作を習得 いて基本的な概念，多

に，生命を尊重し，自然 て観察，実験などを行 するとともに，観察， 様性や規則性を理解

環境の保全に寄与しよう い，事象や結果を分析 実験の計画的な実施， し，知識を身に付けて

とする。 して解釈し，自らの考 結果の記録や整理な いる。

えを表現している。 ど，事象を科学的に探

究する技能の基礎を身

に付けている。

【「植物の生活と種類」の評価規準の設定例】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

・校庭や学校周辺の生物 ・校庭や学校周辺の生 ・顕微鏡やルーペなど ・いろいろな生物が様

に関する事物・現象に 物に関する事物・現 の使い方やスケッチ 々な場所で生活して

進んで関わり，それら 象の中に問題を見い の仕方などを習得す いること，光や水の

を科学的に探究しよう だし，目的意識をも るとともに，生物の 量によって生育する

とする。 って観察などを行 調べ方の基礎を身に 植物の種類や生育状

い，いろいろな生物 付けている。 況に相違があること

が様々な場所で生活 などについて理解

していることなどに し，知識を身に付け

ついて自らの考えを ている。

導き，表現している。

・花のつくりと働き，葉 ・花のつくりと働き， ・花のつくりと働き， ・植物の体のつくりの

・茎・根のつくりと働 葉・茎・根のつくり 葉・茎・根のつくり 基本的な特徴，花の

きに関する事物・現象 と働きに関する事物 と働きに関する観 働きや光合成・呼吸

に進んで関わり，それ ・現象の中に問題を 察，実験の基本操作 ・蒸散の働き，植物

らを科学的に探究しよ 見いだし，目的意識 を習得するととも の体のつくりと働き

うとするとともに，生 をもって観察，実験 に，観察，実験の計 との関係について基

命を尊重しようとす などを行い，植物の 画的な実施，結果の 本的な概念や規則性

る。 体のつくりの基本的 記録や整理などの仕 を理解し，知識を身

な特徴，花の働きや 方を身に付けてい に付けている。

光合成，呼吸，蒸散 る。

などと植物の体のつ

くりとの関連などに

ついて自らの考えを

導いたりまとめたり

して，表現している。

・種子植物の仲間，種子 ・種子植物の仲間，種 ・種子植物の仲間，種 ・植物の体のつくりの

をつくらない植物の仲 子をつくらない植物 子をつくらない植物 共通点や相違点を基
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間について進んで関わ の仲間について問題 の仲間についての観 に，植物を分類でき

り，それらを科学的に を見いだし，目的意 察の基本操作を習得 ることや，種子植物

探究するとともに，生 識をもって観察を行 するとともに，観察 と種子をつくらない

命を尊重し，自然環境 い，植物は体のつく 結果の記録や整理， 植物との違いなどに

の保全に寄与しようと りに基づいて分類で 資料の活用の仕方 ついて基本的な概念

する。 きること，種子植物 （植物の種類を知る や規則性を理解し，

と種子をつくらない 方法）などを身に付 知識を身に付けてい

植物との違いなどに けている。 る。

ついて自らの考えを

導いたりまとめたり

して，表現している。

（２）「大地の成り立ちと変化」

【学習指導要領の内容】

大地の活動の様子や身近な岩石，地層，地形などの観察を通して，地表に見られる様々な事物・現象

を大地の変化と関連付けて理解させ，大地の変化についての認識を深める。

ア 火山と地震

(ｱ) 火山活動と火成岩

火山の形，活動の様子及びその噴出物を調べ，それらを地下のマグマの性質と関連付けて捉え

るとともに，火山岩と深成岩の観察を行い，それらの組織の違いを成因と関連付けて捉える

こと。

(ｲ) 地震の伝わり方と地球内部の働き

地震の体験や記録を基に，その揺れの大きさや伝わり方の規則性に気付くとともに，地震の原

因を地球内部の働きと関連付けて捉え，地震に伴う土地の変化の様子を理解すること。

イ 地層の重なりと過去の様子

(ｱ) 地層の重なりと過去の様子

野外観察などを行い，観察記録を基に，地層のでき方を考察し，重なり方や広がり方について

の規則性を見いだすとともに，地層とその中の化石を手掛かりとして過去の環境と地質年代を推

定すること。

【「大地の成り立ちと変化」の評価規準に盛り込むべき事項】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

火山と地震，地層の重な 火山と地震，地層の重 火山と地震，地層の重 観察，モデル実験など

りと過去の様子に関する なりと過去の様子に関 なりと過去の様子に関 を行い，火山と地震，

事物・現象に進んで関わ する事物・現象の中に する事物・現象につい 地層の重なりと過去の

り，それらを科学的に探 問題を見いだし，目的 ての観察，実験の基本 様子に関する事物・現

究するとともに，自然環 意識をもって観察，実 操作を習得するととも 象についての基本的な

境の保全に寄与しようと 験などを行い，事象や に，観察，実験の計画 概念や規則性，関連性

する。 結果を分析して解釈 的な実施，結果の記録 などを理解し，知識を

し，自らの考えを表現 や整理など，事象を科 身に付けている。

している。 学的に探究する技能の

基礎を身に付けてい

る。

【「大地の成り立ちと変化」の評価規準の設定例】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

・火山活動と火成岩，地 ・火山活動と火成岩， ・火山活動と火成岩， ・火山の形や活動の様
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震の伝わり方と地球内 地震の伝わり方と地 地震の伝わり方と地 子及び火山噴出物と

部の働きに関する事物 球内部の働きに関す 球内部の働きに関す マグマの性質との関

・現象に進んで関わ る事物・現象の中に る観察，実験の基本 連，火山岩と深成岩

り，それらを科学的に 問題を見いだし，目 操作を習得するとと の組織の違いと成因

探究しようとするとと 的意識をもって観 もに，観察，実験の との関連，地震の揺

もに，事象を日常生活 察，実験などを行い， 計画的な実施，結果 れの大きさや伝わり

との関わりでみようと 火山の形や活動の様 の記録や整理，資料 方の規則性，地震の

する。 子及び火山噴出物と の活用の仕方などを 原因と地球内部の働

マグマの性質との関 身に付けている。 きとの関連，地震に

連，火山岩と深成岩 伴う土地の変化など

の組織の違いと成因 ついて基本的な概念

との関連，地震の揺 を理解し，知識を身

れの大きさや伝わり に付けている。

方の規則性，地震の

原因と地球内部の働

きとの関連などにつ

いて自らの考えをま

とめ，表現している。

・地層の重なりと過去の ・地層の重なりと過去 ・地層の重なりと過去 ・地層の重なり方や広

様子に関する事物・現 の様子に関する事物 の様子に関する野外 がり方の規則性，地

象に進んで関わり，そ ・現象の中に問題を 観察などの基本操作 層とその中の化石を

れらを科学的に探究し 見いだし，目的意識 を習得するととも 手掛かりとして過去

ようとするとともに， をもって観察，実験 に，観察，実験の計 の環境と地質年代を

自然環境の保全に寄与 などを行い，地層の 画的な実施，結果の 推定できることにつ

しようとする。 重なり方や広がり方 記録や整理などの仕 いての基本的な概念

についての規則性， 方を身に付けてい を理解し，知識を身

地層とその中の化石 る。 に付けている。

を手掛かりとした過

去の環境と地質年代

の推定などについて

自らの考えを導いた

りまとめたりして，

表現している。

（３）「動物の生活と生物の変遷」

【学習指導要領の内容】

生物の体は細胞からできていることを観察を通して理解させる。また，動物などについての観察，実

験を通して，動物の体のつくりと働きを理解させ，動物の生活と種類についての認識を深めるとともに，

生物の変遷について理解させる。

ア 生物と細胞

(ｱ) 生物と細胞

生物の組織などの観察を行い，生物の体が細胞からできていること及び植物と動物の細胞のつ

くりの特徴を見いだすこと。

イ 動物の体のつくりと働き

(ｱ) 生命を維持する働き

消化や呼吸，血液の循環についての観察，実験を行い，動物の体が必要な物質を取り入れ運搬

している仕組みを観察，実験の結果と関連付けて捉えること。また，不要となった物質を排出

する仕組みがあることについて理解すること。

(ｲ) 刺激と反応

動物が外界の刺激に適切に反応している様子の観察を行い，その仕組みを感覚器官，神経系及

び運動器官のつくりと関連付けて捉えること。

ウ 動物の仲間

(ｱ) 脊椎動物の仲間
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脊椎動物の観察記録に基づいて，体のつくりや子の生まれ方などの特徴を比較，整理し，脊椎

動物が幾つかの仲間に分類できることを見いだすこと。

(ｲ) 無脊椎動物の仲間

無脊椎動物の観察などを行い，その観察記録に基づいて，それらの動物の特徴を見いだすこと。

エ 生物の変遷と進化

(ｱ) 生物の変遷と進化

現存の生物及び化石の比較などを基に，現存の生物は過去の生物が変化して生じてきたもので

あることを体のつくりと関連付けて捉えること。

【「動物の生活と生物の変遷」の評価規準に盛り込むべき事項】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

生物と細胞，動物の体の 生物と細胞，動物の体 生物と細胞，動物の体 観察や実験などを行

つくりと働き，動物の仲 のつくりと働き，動物 のつくりと働き，動物 い，生物と細胞，動物

間，生物の変遷と進化に の仲間，生物の変遷と の仲間，生物の変遷と の体のつくりと働き，

関する事物・現象に進ん 進化に関する事物・現 進化に関する事物・現 動物の仲間，生物の変

で関わり，それらを科学 象の中に問題を見いだ 象についての観察，実 遷と進化に関する事物

的に探究するとともに， し，目的意識をもって 験の基本操作を習得す ・現象について基本的

生命を尊重し，自然環境 観察，実験などを行い， るとともに，観察，実 な概念，多様性や規則

の保全に寄与しようとす 事象や結果を分析して 験の計画的な実施，結 性を理解し，知識を身

る。 解釈し，自らの考えを 果の記録や整理など， に付けている。

表現している。 事象を科学的に探究す

る技能の基礎を身に付

けている。

【「動物の生活と生物の変遷」の評価規準の設定例】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

・生物と細胞に関する事 ・生物と細胞に関する ・生物と細胞に関する ・生物の体は細胞から

物・現象に進んで関わ 事物・現象の中に問 観察などの基本操作 できていることや動

り，それらを科学的に 題を見いだし，目的 を習得するととも 物と植物の細胞のつ

探究しようとする。 意識をもって観察な に，観察の計画的な くりの特徴などにつ

どを行い，動物と植 実施，結果の記録や いて基本的な概念を

物の細胞のつくりの 整理などの仕方を身 理解し，知識を身に

特徴などについて自 に付けている。 付けている。

らの考えを導き，表

現している。

・生命を維持する働き， ・生命を維持する働 ・生命を維持する働 ・動物の体が必要な物

刺激と反応に関する事 き，刺激と反応に関 き，刺激と反応など 質を取り入れて運搬

物・現象に進んで関わ する事物・現象の中 に関する観察，実験 する仕組み，不要な

り，それらを科学的に に問題を見いだし， の基本操作を習得す 物質を排出する仕組

探究しようとするとと 目的意識をもって観 るとともに，観察， み，外界の刺激に反

もに，生命を尊重しよ 察，実験などを行い， 実験の計画的な実 応する仕組みなどに

うとする。 動物の体が必要な物 施，結果の記録や整 ついて基本的な概念

質を取り入れて運搬 理などの仕方を身に や規則性を理解し，

する仕組み，外界の 付けている。 知識を身に付けてい

刺激に反応する仕組 る。

みなどについて自ら
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の考えをまとめ，表

現している。

・脊椎動物の仲間，無脊 ・脊椎動物の仲間，無 ・脊椎動物の仲間，無 ・体のつくりや子の生

椎動物の仲間に関する 脊椎動物の仲間に関 脊椎動物の仲間に関 まれ方の特徴などに

事物・現象に進んで関 する事物・現象の中 する観察，実験など 基づいて脊椎動物が

わり，それらを科学的 に問題を見いだし， の基本操作を習得す 分類できること，無

に探究しようとすると 目的意識をもって観 るとともに，観察， 脊椎動物の特徴など

ともに，生命を尊重し 察，実験などを行い， 実験の計画的な実 について基本的な概

ようとする。 施，結果の記録や整 念，多様性や規則性

理，資料の活用の仕 を理解し，知識を身

方などを身に付けて に付けている。

いる。

脊椎動物が幾つかの

仲間に分類できるこ

とや無脊椎動物の特

徴などについて自ら

の考えを導き，表

現している。

・生物の変遷と進化に関 ・生物の変遷と進化に ・生物の変遷と進化に ・現存の生物は過去の

する事物・現象に進ん 関する事物・現象の 関する事物・現象に 生物が変化して生じ

で関わり，それらを科 中に問題を見いだ ついての観察，実験 てきたことを体のつ

学的に探究しようとす し，目的意識をもっ などを行い，結果の くりと関連付けて理

るとともに，生命を尊 て観察，実験などを 記録や整理，資料の 解し，知識を身に付

重し，自然環境の保全 行い，現存の生物は 活用の仕方などを身 けている。

に寄与しようとする。 過去の生物が変化し に付けている。

て生じてきたことと

体のつくりとの関連

などについて自らの

考えをまとめ，表現

している。

（４）「気象とその変化」

【学習指導要領の内容】

身近な気象の観察，観測を通して，気象要素と天気の変化の関係を見いださせるとともに，気象現象

についてそれが起こる仕組みと規則性についての認識を深める。

ア 気象観測

(ｱ) 気象観測

校庭などで気象観測を行い，観測方法や記録の仕方を身に付けるとともに，その観測記録など

に基づいて，気温，湿度，気圧，風向などの変化と天気との関係を見いだすこと。

イ 天気の変化

(ｱ) 霧や雲の発生

霧や雲の発生についての観察，実験を行い，そのでき方を気圧，気温及び湿度の変化と関連付

けて捉えること。

(ｲ) 前線の通過と天気の変化

前線の通過に伴う天気の変化の観測結果などに基づいて，その変化を暖気，寒気と関連付けて

捉えること。

ウ 日本の気象

(ｱ) 日本の天気の特徴

天気図や気象衛星画像などから，日本の天気の特徴を気団と関連付けて捉えること。

(ｲ) 大気の動きと海洋の影響

気象衛星画像や調査記録などから，日本の気象を日本付近の大気の動きや海洋の影響に関連付

けて捉えること。
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【「気象とその変化」の評価規準に盛り込むべき事項】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

気象観測，天気の変化， 気象観測，天気の変化， 気象観測，天気の変化， 観察や実験などを行

日本の気象に関する事物 日本の気象に関する事 日本の気象に関する事 い，気象観測や天気の

・現象に進んで関わり， 物・現象の中に問題を 物・現象についての観 変化，日本の気象に関

それらを科学的にそれら 見いだし，目的意識を 察，実験の基本操作を する事物・現象につい

を探究するとともに，自 もって観察，実験など 習得するとともに，観 て基本的な概念や規則

然環境の保全に寄与しよ を行い，事象や結果を 察，実験の計画的な実 性を理解し，知識を身

うとする。 分析して解釈し，自ら 施，結果の記録や整理 に付けている。

の考えを表現してい など，事象を科学的に

る。 探究する技能の基礎を

身に付けている。

【「気象とその変化」の評価規準の設定例】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

・身近な気象に関する事 ・身近な気象に関する ・身近な気象を観測す ・気象要素（気温，湿

物・現象に進んで関わ 事物・現象の中に問 る基本操作を習得す 度，気圧，風向など）

り，それらを科学的に 題を見いだし，目的 るとともに，得られ の変化と天気との関

探究しようとするとと 意識をもって気象観 た気象データの記録 係などについて理解

もに，事象を日常生活 測を行い，観測記録 や整理などの仕方を し，知識を身に付け

との関わりでみようと などに基づいて，気 身に付けている。 ている。

する。 象要素（気温，湿度，

気圧，風向など）の

変化と天気との関係

などについて自らの

考えを導き，表現し

ている。

・霧や雲の発生，前線の ・霧や雲の発生，前線 ・霧や雲の発生に関す ・霧や雲のでき方，湿

通過と天気の変化に関 の通過と天気の変化 る観察，実験につい 度の変化や凝結，水

する事物・現象に進ん に関する事物・現象 ての基本操作を習得 の循環，前線の通過

で関わり，それらを科 の中に問題を見いだ するとともに，観察， に伴う天気の変化な

学的に探究しようとす し，目的意識をもっ 実験などの計画的な どの仕組みと規則性

るとともに，事象を日 て観察，実験などを 実施，結果の記録や について基本的な概

常生活との関わりでみ 行い，雲や霧のでき 整理などの仕方を身 念を理解し，知識を

ようとする。 方と気圧，気温及び に付けている。 身に付けている。

湿度の変化との関

連，前線の通過に伴

う天気の変化と暖気

・寒気との関連など

について自らの考え

をまとめ，表現して

いる。

・日本の天気の特徴，大 ・日本の天気の特徴， ・日本の天気の特徴， ・日本の天気の特徴と

気の動きと海洋の影響 大気の動きと海洋の 大気の動きと海洋の 気団との関連，日本

に関する事物・現象に 影響に関する事物・ 影響に関して，天気 の気象と日本付近の

進んで関わり，それら 現象の中に問題を見 図や気象衛星画像の 大気の動きや海洋の
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を科学的に探究しよう いだし，天気図や気 資料の活用の仕方な 影響との関連などに

とするとともに，自然 象衛星画像，調査記 どを身に付けてい ついて基本的な概念

環境の保全に寄与しよ 録などから日本の天 る。 を理解し，知識を身

うとする。 気の特徴と気団との に付けている。

関連，日本の気象と

日本付近の大気や海

洋との関連などにつ

いて自らの考えをま

とめ，表現している。

（５）「生命の連続性」

【学習指導要領の内容】

身近な生物についての観察，実験を通して，生物の成長と殖え方，遺伝現象について理解させるとと

もに，生命の連続性について認識を深める。

ア 生物の成長と殖え方

(ｱ) 細胞分裂と生物の成長

体細胞分裂の観察を行い，その過程を確かめるとともに，細胞の分裂を生物の成長と関連付け

て捉えること。

(ｲ) 生物の殖え方

身近な生物の殖え方を観察し，有性生殖と無性生殖の特徴を見いだすとともに，生物が殖えて

いくときに親の形質が子に伝わることを見いだすこと。

イ 遺伝の規則性と遺伝子

(ｱ) 遺伝の規則性と遺伝子

交配実験の結果などに基づいて，親の形質が子に伝わるときの規則性を見いだすこと。

【「生命の連続性」の評価規準に盛り込むべき事項】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

生物の成長と殖え方，遺 生物の成長と殖え方， 生物の成長と殖え方， 観察や実験などを行

伝の規則性と遺伝子に関 遺伝の規則性と遺伝子 遺伝の規則性と遺伝子 い，生物の成長と殖え

する事物・現象に進んで に関する事物・現象の に関する事物・現象に 方，遺伝の規則性と遺

関わり，それらを科学的 中に問題を見いだし， ついての観察，実験の 伝子に関する事物・現

に探究するとともに，生 目的意識をもって観 基本操作を習得すると 象について基本的な概

命を尊重し，自然環境の 察，実験などを行い， ともに，観察，実験の 念や規則性を理解し，

保全に寄与しようとす 事象や結果を分析して 計画的な実施，結果の 知識を身に付けてい

る。 解釈し，自らの考えを 記録や整理など，事象 る。

表現している。 を科学的に探究する技

能の基礎を身に付けて

いる。

【「生命の連続性」の評価規準の設定例】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

・細胞分裂と生物の成 ・細胞分裂と生物の成 ・細胞分裂と生物の成 ・体細胞分裂の過程

長，生物の殖え方に関 長，生物の殖え方に 長，生物の殖え方に や細胞分裂と生物の

する事物・現象に進ん 関する事物・現象の 関する観察，実験の 成長との関連，有性

で関わり，それらを科 中に問題を見いだ 基本操作を習得する 生殖と無性生殖の特

学的に探究しようとす し，目的意識をもっ とともに，観察，実 徴や親の形質が子に

るとともに，生命を尊 て観察，実験などを 験の計画的な実施， 伝わることなどにつ
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重しようとする。 行い，体細胞分裂の 結果の記録や整理な いて基本的な概念を

過程や細胞分裂と生 どの仕方を身に付け 理解し，知識を身に

物の成長との関連， ている。 付けている。

有性生殖と無性生殖

の特徴，親の形質が

子に伝わることなど

について自らの考え

を導いたりまとめた

りして，表現してい

る。

・遺伝の規則性と遺伝子 ・遺伝の規則性と遺伝 ・遺伝の規則性に関す ・染色体にある遺伝子

に関する事物・現象に 子に関する事物・現 る事物・現象につい を介して親から子へ

進んで関わり，それら 象の中に問題を見い ての観察，実験など 形質が伝わること，

を科学的に探究しよう だし，交配実験の結 の基本操作を習得す 分離の法則などの基

とするとともに，生命 果などに基づいて親 るとともに，交配実 本的な概念や規則性

を尊重し，自然環境の の形質が子に伝わる 験の結果の記録や整 を理解し，知識を身

保全に寄与しようとす ときの規則性などに 理などの仕方を身に に付けている。

る。 ついて自らの考えを 付けている。

導き，表現している。

（６）「地球と宇宙」

【学習指導要領の内容】

身近な天体の観察を通して，地球の運動について考察させるとともに，太陽や惑星の特徴及び月の運

動と見え方を理解させ，太陽系や恒星など宇宙についての認識を深める。

ア 天体の動きと地球の自転・公転

(ｱ) 日周運動と自転

天体の日周運動の観察を行い，その観察記録を地球の自転と関連付けて捉えること。

(ｲ) 年周運動と公転

星座の年周運動や太陽の南中高度の変化などの観察を行い，その観察記録を地球の公転や地軸

の傾きと関連付けて捉えること。

イ 太陽系と恒星

(ｱ) 太陽の様子

太陽の観察を行い，その観察記録や資料に基づいて，太陽の特徴を見いだすこと。

(ｲ) 月の運動と見え方

月の観察を行い，その観察記録や資料に基づいて，月の公転と見え方を関連付けて捉えるこ

と。

(ｳ) 惑星と恒星

観測資料などを基に，惑星と恒星などの特徴を理解するとともに，惑星の見え方を太陽系の構

造と関連付けて捉えること。

【「地球と宇宙」の評価規準に盛り込むべき事項】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

天体の動きと地球の自転 天体の動きと地球の自 天体の動きと地球の自 観察や実験などを行

・公転，太陽系と恒星に 転・公転，太陽系と恒 転・公転，太陽系と恒 い，天体の動きと地球

関する事物・現象に進ん 星に関する事物・現象 星に関する事物・現象 の自転・公転，太陽系

で関わり，それらを科学 の中に問題を見いだ についての観察，実験 と恒星に関する事物・

的に探究するとともに， し，目的意識をもって の基本操作を習得する 現象について基本的な

自然環境の保全に寄与し 観察，実験などを行い， とともに，観察，実験 概念や原理・法則を理

ようとする。 事象や結果を分析して の計画的な実施，結果 解し，知識を身に付け

解釈し，自らの考えを の記録や整理など，事 ている。
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表現している。 象を科学的に探究する

技能の基礎を身に付け

ている。

【「地球と宇宙」の評価規準の設定例】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

・日周運動と自転，年周 ・日周運動と自転，年 ・天体の日周運動，星 ・日周運動と地球の自

運動と公転に関する事 周運動と公転に関す 座の年周運動や太陽 転との関連，星座の

物・現象に進んで関わ る事物・現象の中に の南中高度の変化に 年周運動や太陽の南

り，それらを科学的に 問題を見いだし，目 関する観察などの基 中高度の変化などと

探究しようとするとと 的意識をもって観 本操作を習得すると 地球の公転や地軸の

もに，事象を日常生活 察，実験などを行い， ともに，観察の計画 傾きとの関連につい

との関わりでみようと 日周運動の観察記録 的な実施，結果の記 て基本的な概念や原

する。 と地球の自転との関 録や整理などの仕方 理・法則を理解し，

連，星座の年周運動 を身に付けている。 知識を身に付けてい

や太陽の南中高度の る。

変化などの観察記録

と地球の公転や地軸

の傾きとの関連など

について自らの考え

をまとめ，表現して

いる。

・太陽の様子，月の運動 ・太陽の様子，月の運 ・太陽の様子，月の運 ・太陽の特徴，月の公

と見え方，惑星と恒星 動と見え方，惑星と 動と見え方，惑星と 転と見え方との関

に関する事物・現象に 恒星に関する事物・ 恒星に関する観察な 連，惑星と恒星など

進んで関わり，それら 現象の中に問題を見 どの基本操作を習得 の特徴，惑星の見え

を科学的に探究しよう いだし，目的意識を するとともに，観察 方と太陽系の構造と

とするとともに，自然 もって観察，実験な の計画的な実施，結 の関連について基本

環境の保全に寄与しよ どを行い，太陽の観 果の記録や整理，資 的な概念を理解し，

うとする。 察記録や資料に基づ 料の活用の仕方など 知識を身に付けてい

く太陽の特徴，月の を身に付けている。 る。

観察記録や資料に基

づく月の公転と見え

方との関連，観測資

料などに基づく惑星

の見え方と太陽系の

構造との関連などに

ついて自らの考えを

導いたりまとめたり

して，表現している。

（７）「自然と人間」

【学習指導要領の内容】

自然環境を調べ，自然界における生物相互の関係や自然界のつり合いについて理解させるとともに，

自然と人間のかかわり方について認識を深め，自然環境の保全と科学技術の利用の在り方について科学

的に考察し判断する態度を養う。

ア 生物と環境

(ｱ) 自然界のつり合い

微生物の働きを調べ，植物，動物及び微生物を栄養の面から相互に関連付けて捉えるととも
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に，自然界では，これらの生物がつり合いを保って生活していることを見いだすこと。

(ｲ) 自然環境の調査と環境保全

身近な自然環境について調べ，様々な要因が自然界のつり合いに影響していることを理解する

とともに，自然環境を保全することの重要性を認識すること。

イ 自然の恵みと災害

(ｱ) 自然の恵みと災害

自然がもたらす恵みと災害などについて調べ，これらを多面的，総合的に捉えて，自然と人

間のかかわり方について考察すること。

ウ 自然環境の保全と科学技術の利用

(ｱ) 自然環境の保全と科学技術の利用

自然環境の保全と科学技術の利用の在り方について科学的に考察し，持続可能な社会をつくる

ことが重要であることを認識すること。

【「自然と人間」の評価規準に盛り込むべき事項】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

生物と環境，自然の恵み 生物と環境，自然の恵 生物と環境，自然の恵 観察，実験，調査など

と災害，自然環境の保全 みと災害，自然環境の みと災害，自然環境の を行い，生物と環境，

と科学技術の利用に関す 保全と科学技術の利用 保全と科学技術の利用 自然の恵みと災害，自

る事物・現象に進んで関 に関する事物・現象の に関する事物・現象に 然環境の保全と科学技

わり，それらを科学的に 中に問題を見いだし， ついての観察，実験， 術の利用に関する事物

探究するとともに，自然 目的意識をもって観 調査などを行い，観察， ・現象についての基本

環境の保全と科学技術の 察，実験などを行い， 実験などの計画的な実 的な概念や規則性を理

利用の在り方について科 事象や結果を分析して 施，結果の記録や整理 解し，自然と人間の関

学的に考察し判断しよう 解釈し，自らの考えを など，事象を科学的に わり方について認識し

とする。 表現している。 探究する技能の基礎を ている。

身に付けている。

【「自然と人間」の評価規準の設定例】

自然事象への 自然事象についての
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

・自然界のつり合い，自 ・自然界のつり合い， ・自然界のつり合い， ・植物，動物及び微生

然環境の調査と環境保 自然環境の調査と環 自然環境の調査と環 物の栄養の面からの

全に関する事物・現象 境保全に関する事物 境保全に関する事物 相互の関連，自然界

に進んで関わり，それ ・現象の中に問題を ・現象についての観 では生物がつり合い

らを科学的に探究しよ 見いだし，目的意識 察，実験の計画的な を保って生活してい

うとするとともに，生 をもって観察，実験 実施，結果の記録や ることなどについて

命を尊重し，自然環境 などを行い，自然界 整理，資料の活用の 基本的な概念や規則

の保全に寄与しようと では生産者である植 仕方などを身に付け 性を理解し，自然環

する。 物，消費者である動 ている。 境を保全することの

物，分解者である菌 重要性を認識してい

類や細菌類などの微 る。

生物が生活している

こと，生物がつり合

いを保って生活して

いること，自然環境

を保全することの重

要性などについて自

らの考えを導いたり

まとめたりして，表
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現している。

・自然の恵みと災害に関 ・自然の恵みと災害に ・自然の恵みと災害に

する具体的な事例に進 関する具体的な事例 ついて理解し，自然

んで関わり，それらを の調査などを行い， と人間の関わり方に

科学的に探究しようと 結果の記録や整理， ついて認識してい

するとともに，生命を 資料の活用の仕方な る。

尊重し，自然環境の保 どを身に付けてい

全に寄与しようとす

・自然の恵みと災害に

ついて調べ，自然を多

面的，総合的に捉え

て，自然と人間の関わ

り方について自らの考

えをまとめ，表現して

いる。 る。

る。

・自然環境の保全と科学 ・自然環境の保全と科 ・自然環境の保全と科 ・自然環境の保全と科

技術の利用に関する事 学技術の利用に関す 学技術の利用に関す 学技術の利用につい

物・現象に進んで関わ る事物・現象の中に る事物・現象につい て理解し，持続可能

り，それらを科学的に 問題を見いだし，テ て調査を行い，結果 な社会をつくること

探究しようとするとと ーマを設定して調査 の記録や整理，資料 の重要性を認識して

もに，科学的な根拠に を行い，自然環境の の活用の仕方などを いる。

基づいて意思決定しよ 保全と科学技術の利 身に付けている。

うとする。 用の在り方につい

て，科学的な根拠に

基づいて考えを導い

たり判断したりし

て，表現している。
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第３編 評価に関する事例

１ 評価規準の設定について

（１）評価規準の設定における基本的な考え方
第２編で示した理科の評価規準の設定例は，学習指導要領の第１分野及び第２分野の内容

（１）～（７）のア，イ・・・ の各項目ごとに示し，各単元の評価規準を設定する際の参考

となるように作成している。評価規準を設定する際は，評価の観点の趣旨を踏まえ，単元の指

導の狙い，教材，学習活動等に応じて適切な単元の評価規準を設定することが大切である。

（２）評価規準の設定例等の活用
各観点の評価規準の設定例には，各学習項目における指導と評価のポイントを盛り込んでい

る。

例えば，第１分野の「(1)身近な物理現象」の「ア 光と音」（第１学年）における「科学的

な思考・表現」の評価規準の設定例は，次のように示している。

【科学的な思考・表現】の評価規準の設定例

・光の反射・屈折，凸レンズの働き，音の性質に関する事物・現象の中に問題を見いだし，

目的意識をもって観察，実験などを行い，光が反射，屈折するときの規則性，凸レンズに

おける物体の位置と像の位置や大きさとの関係，音の発生と伝わり方，音の高さや大きさ

と発音体の振動の関係などについて自らの考えを導き，表現している。

この項目の学習の対象である光の反射・屈折，凸レンズの働き，音の性質に関する事物・現

象の中に問題を見いだし，目的意識をもって観察，実験などを行い，生徒はその規則性や関係

性などを導き出す。

この一連の探究的な学習の中で生徒がいかに科学的に思考しているか，考えを表現する場面

から評価することを示している。

＜各観点の特性への配慮＞

① 自然事象への関心・意欲・態度

本観点では，生徒が自然の事物・現象に進んで関わり，それらを科学的に探究しようとする

とともに，事象を日常生活との関わりでみようとしているかを，発言や行動の観察や記述内容

などから状況を把握する。

② 科学的な思考・表現

本観点では，生徒が自然の事物・現象の中に問題を見いだし，目的意識をもって観察，実験

などを行い，その結果を分析して解釈するなど，科学的に探究する過程において思考したこと

などを，発言や記述の内容，ペーパーテストなどから状況を把握する。

③ 観察・実験の技能

本観点では，生徒が自然の事物・現象についての観察，実験の基本操作を習得するとともに，

観察，実験の計画的な実施，結果の記録や整理，資料の活用の仕方などを身に付けているかど

うかを，行動の観察や記述の内容，パフォーマンステスト，ペーパーテストなどから状況を把

握する。

④ 自然事象についての知識・理解
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本観点では，生徒が自然の事物・現象についての基本的な概念や原理・法則を理解し，知識

を身に付けているかを，発言や記述の内容，ペーパーテストなどから状況を把握する。

２ 各事例のポイント
事例１ 第１分野「光」（第１学年） 指導計画から評価の実際まで

第１分野「(1) 身近な物理現象」の「ア 光と音」から，光に関する学習を取り上げ，観

点別評価をどのように進め，総括的評価につなげていくかの事例を紹介する。

事例２ 第１分野「電流と磁界」（第２学年）

科学的な思考・表現の評価（問題場面テストの活用）

第１分野「(3) 電流とその利用 」の「イ 電流と磁界」を取り上げ，問題場面テストを

活用して「科学的な思考・表現」を評価した事例を紹介する。電流と磁界について，電気ブ

ランコの動く仕組みを探究的なアプローチで解き明かしていく中で指導と評価を行い，その

上で，単元の最後に問題場面テストを行い，提示された課題を解決していくプロセスを評価

する。

事例３ 第１分野「状態変化と熱」「酸化と還元」（第１学年及び第２学年）

科学的な思考・表現の評価（ワークシートの活用）

第１分野の「状態変化と熱」及び「酸化と還元」を取り上げ，観察，実験の結果を，粒子

のモデルと対比させながら分析して解釈し，その表現を基にした「科学的な思考・表現」を

評価した事例を紹介する。

事例４ 第２分野「排出の働き」（第２学年）

自然事象への関心・意欲・態度の評価

第２分野「(3) 動物の生活と生物の変遷」の「イ 動物の体のつくりと働き」から，排出

の働きに関する学習を取り上げ，「自然事象への関心・意欲・態度」を評価した事例を紹介

する。追究カードと授業日記の記述内容を基に評価を行う。

事例５ 第２分野「気象観測」（第２学年） 観察・実験の技能の評価

第２分野「(4) 気象とその変化」について，「観察・実験の技能」を評価した事例を紹介

する。気象観測の方法を身に付け，実際に観測し，その結果を記録，整理する場面での評価

を取り上げる。

事例６ 第１分野及び第２分野「自然環境の保全と科学技術の利用」（第３学年）

自然事象への関心・意欲・態度の評価

第１分野「(7) 科学技術と人間」及び第２分野「(7) 自然と人間」の共通指導事項である

「(7)ウ 自然環境の保全と科学技術の利用」を取り上げ，科学的な根拠に基づいて意思決

定しようとしているかという観点からの「自然事象への関心・意欲・態度」を評価した事例

を紹介する。
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理科（第１分野） 事例１ キーワード：

単元名 光 指導計画から評価の

第１学年「（１）身近な物理現象」 実際まで

１ 単元の目標
（１）光の反射や屈折，凸レンズの働きに関して課題を明確にして実験を行い，結果を

分析して解釈し，規則性を見いださせる。

（２）光に関する現象に対して生徒の興味・関心を高め，日常生活や社会と関連付けな

がら，科学的にみる見方や考え方を養う。

２ 単元の評価規準

自然事象への
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

自然事象についての
関心・意欲・態度 知識・理解

光の反射・屈折，凸レン 光の反射・屈折，凸レ 光の反射・屈折，凸レ 光が反射，屈折すると
ズの働きに関する事物・ ンズの働きに関する事 ンズの働きに関する観 きの規則性，凸レンズ
現象に進んで関わり，そ 物・現象の中に問題を 察，実験の基本操作を における物体の位置と
れらを科学的に探究しよ 見いだし，目的意識を 習得するとともに，観 像の位置や大きさとの
うとするとともに，事象 もって観察，実験を行 察，実験の計画的な実 関係などに関する基本
を日常生活との関わりで い，光が反射，屈折す 施，結果の記録や整理 的な概念や原理・法則
みようとする。 るときの規則性，凸レ などの仕方を身に付け を理解し，知識を身に

ンズにおける物体の位 ている。 付けている。
置と像の位置や大きさ
との関係について自ら
の考えを導き，表現し
ている。

３ 指導と評価の計画（９時間）
評価規準

時間 狙い・学習活動
関心・意欲・態度 思考・表現 技能 知識・理解

評価方法

１ 光による現象 ◎身近な光の ◎行動観察，記
光の現象の具体例につい 現象や用い 述分析
て話し合い，空気中や水 られている
中を光が直進することを見 例について
いだす。 関心をもっ

ている。
２ 実験 光の反射 ◎反射の実験 ◎行動観察，記
光源装置からの光を鏡に を行い，結 述分析
当てて反射させ，規則性 果を表や図
を見いだす。 で示してい

る。
３ 反射の法則と像 ◎※光の反射 ○※光が反射 ◎記述分析(思)
結果を作図し，反射の法 の実験結果 するときの ○記述分析
則を導く。鏡に映る像を作 から規則性 規則性を理 (知)
図する。 を見いだし， 解している。 ※ペーパーテス

自らの考え ト(思)(知)
を表現して
いる。

４ 実験 光の屈折 ○屈折の実験 ○行動観察（技）
光源装置からの光を台形 を的確に行
ガラスに当てて，屈折のよ い，結果を
うすを観察する。 表や図で示

している。
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５ 光の屈折と全反射 ○ 光の屈折の ◎※光が屈折 ◎記述分析（知）
結果を作図し，屈折の法 実験結果か するときの ○記述分析（思）
則性，全反射がおこる条 ら規則性を 規則性，全 ※ペーパーテス
件を見いだす。 見いだし， 反射が起こ ト(知)

適切に表現 る条件につ
している。 いて理解し

ている。
６ 凸レンズの性質や使わ ○身近な光の ○行動観察，記
れ方 現象，鏡や 述分析（関）
レンズを使った道具などの レンズを用
例や小学校で学習したこ いている例
と体験したことを発表す について関
る。 心をもって

いる。
７ 実験 凸レンズによる ◎※凸レンズ ○凸レンズの ◎記述分析（思）
像のでき方 の働きの実 働きの実験 ○行動観察（技）
光源の位置を変えたとき 験結果から を的確に行 ※ペーパーテス
の像の位置や大きさなど 規則性を見 い，結果を ト(思)
を調べる。 いだし，適 表に記録し

切に表現し ている。
ている。

８ 像のでき方 作図の実 ◎光の学習に ◎※凸レンズ ○※凸レンズ ◎行動観察（関）
習 対する自分 による像の における物 記述分析（関）
凸レンズを通る光の性質 の考えや学 でき方を， 体の位置と （技）
を基に像の作図を行う。 習の成果， 作図してい 像の位置や ○記述分析(知)

日常生活へ る。 大きさとの ※ペーパーテス
の活用など 関係につい ト（技・知）
を記述して て理解して
いる。 いる。

９ ものづくり ○意欲的にもの ◎作品を完成 ○行動観察(関)
これまでの学習を生かし づくりをして させ，凸レ ◎作品，説明カ
て，カメラ，潜望鏡などを いる。 ンズの働き ードの記述分
製作し，理解を深める。 の知識を基 析（知）

に，カメラ
の像のでき
方などの仕
組みを説明

している。

◎：指導に生かすとともに記録して総括に用いる評価 ○：主に指導に生かす評価

※：ペーパーテストによる評価

各観点の評価を行うに当たり，次の点に留意して評価計画を立てている。

（１）各観点の評価時期や場面を検討し，指導と評価が適切に行えること。

各観点の評価を毎時間の授業で行うのではなく，ポイントを絞って学習状況を把握する

ようにした。

（２）観点別評価に関して，主に指導に生かす評価と，指導に生かすとともに記録して総

括に用いる評価との二つを区別して示したこと。

観点別評価は，単元の学習を進めながら，学習時の生徒の発言や行動，ノート，レポート等，

様々な資料を基にして行う。その評価は日常の指導に役立てることが重要であり，生徒の状況を
記録して総括に用いる評価については，評価時期を単元の中に適切に位置付けることが大切であ

る。

そこで，各観点ごとの評価において，特に生徒の状況を記録して総括に用いる評価を計

画に◎で示した。そこでは，評価規準に照らして，「十分満足できる」状況（Ａ）か，「お

おむね満足できる」状況（Ｂ)か，「努力を要する」状況（Ｃ）かを評価し，単元の総括

的な評価の資料とする。全員に対して，同一時期に同一方法で行うことが望ましい。

評価を指導に役立てる上では，評価規準に照らして，「おおむね満足できる」状況（Ｂ)
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にあるかどうかを評価し，「努力を要する」状況（Ｃ）になりそうな生徒に対して，適切

な働きかけや指導の手立てを行う。

４ 観点別評価の進め方
それぞれの観点での評価例を以下に示す。

（１）自然事象への関心・意欲・態度

「自然事象への関心・意欲・態度」の評価に関しては，授業における行動観察を行い参

考とするとともに，ワークシートやノートなどの記述分析から評価を行う。

①ワークシートの記述による評価 …第１時

単元導入としての授業を展開する中で，ワークシートに光の現象，鏡やレンズを用いた

例などを記述させ，記述内容から評価する。

≪評価規準≫

身近な光の現象や用いられている例について関心をもっている。

≪ワークシートの設問項目≫

「光の学習を通して，どのような

ことを調べたり分かるようになりた

いと考えますか。」

≪評価の判断≫

虫眼鏡を使ったときの経験を
基に日常の現象面から疑問を発し，見える大きさが変わる理由を調べたいという課題を見

付け，記述していることから，「おおむね満足できる」状況（Ｂ)と判断した。

②ワークシートの記述による評価 …第８時

像のでき方の作図を通して，凸レンズの働きをまとめ，活用を考え，次時のものづくり

へつなぐ授業である。レンズの性質や使われ方に関するワークシートの記述内容から評価

する。

≪評価規準≫

光の学習に対する自分の考えや学習の成果，日常生活への活用などを記述している。

≪ワークシートの設問項目≫

「光の学習でどのようなことが分

かりましたか。また，それは，日常

生活や社会でどのような利用が考え

られますか。」

≪評価の判断≫

レンズが屈折を利用しているとい

う学習の成果についての記述，レンズが日常生活などで利用されていることへの気付きを

記述していることから，「おおむね満足できる」状況（Ｂ)と判断した。

自然事象への関心・意欲・態度の観点から，生徒の記述，行動を分析する主な視点

記述分析では，次のような点に着目し評価を行う。

・自然の事象への関心や疑問，分かりたいことなどを明確にしている。

・日常生活で見られる事象と関連させるなど，意欲的な記載がある。

授業における行動分析をする視点としては，次のような点が挙げられる。

・疑問をもって自発的に行動している。

・観察，実験に集中して取り組むなど，意欲的に追究している。

「おおむね満足できる」状況（Ｂ）の記述例

小学校では虫眼鏡を使って光を集めた。虫眼鏡

でものを見るとき，大きく見えたり，小さく見え

たりするときがある。どうしてなのか分かるよう

になりたい。

「おおむね満足できる」状況（Ｂ）の記述例

光の進み方から、レンズは光の屈折を利用して

いることが分かった。そして，レンズはカメラや

望遠鏡だけでなく，いろいろなところで様々な使

われ方をして，生活や科学に役立っている。
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・観察や実験を，安全や環境に対する配慮をしながら行っている。

・自らの考えを意欲的にまとめたり，発表したりしようとしている。

行動観察において，例えば「挙手の回数」や「忘れ物の有無」といった資料で評価

することは，評価の観点の趣旨にあっていない。

また，学習の導入時は関心等が低く次第に高くなっていく場合や，始めは高いが次

第に低下していく場合があるため，例えば単元の後の方の評価を重視するなど配慮が

必要である。

（２）科学的な思考・表現

「科学的な思考・表現」の評価に関しては，観察・実験の目的の捉え方，実験結果を分

析して解釈する活動や表現の仕方を捉えて評価する。

①レポートやワークシートの記述による評価

≪評価規準≫

・光の反射（光の屈折，凸レンズの働き）の実験結果から規則性を見いだし，自らの考え

を表現している。

ア ≪結果を基にした考察の記述例≫…第３時 光の反射

鏡に光を当てたときの反射の仕方を調べ，その実験結果をまとめた図や表を基にした考

察の記述を評価する。次の記述例では右の実験記録を基に考察している。

≪評価の判断≫

実験結果を基に，入射角と反射角が等しくなること，

角度を変えても成り立つことを見いだして記述している

ことから，「おおむね満足できる」状況（Ｂ)と判断した。鏡に映っている像の向きや位

置に関する記述などが加われば，「十分満足できる」状況（Ａ）と判断した。

イ ≪結果を基にした考察の記述例≫…第５時 光の屈折

台形ガラスに光を当てたときの屈折の仕方を調べ，その実験結果をまとめた図や表を基

にした考察の記述を評価する。

≪評価の判断≫

異なる物質の境界面で光が屈折すること，光がガラスに入るときと出るときで入射角と

屈折角の大小関係が異なることに気付き記述していることから，「おおむね満足できる」

状況（Ｂ)と判断した。

「おおむね満足できる」状況（Ｂ）の記述例

鏡に向かう入射光と反射してくる反射光で，図のよ

うに二つの角が同じになる。角度を変えて鏡に光を

当てても，その規則は変わらない。 （右は実験結果

を示した図）

「おおむね満足できる」状況（Ｂ）の記述例 （実験記録の部分は省略）

光がガラスに入るときと，ガラスから出てくるときに，光が折れ曲がって進む。

ガラスに入るときと，ガラスから出るときでは折れ曲がり方がちがう。

実験記録の例

入射角(度) ２０ ４０

反射角(度) １９ ４１
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ウ ≪結果を基にした考察の記述例≫…第７時 凸レンズの働き

凸レンズによる像のでき方を調べ，実験記録や結果をまとめた表などを基にした考察の

記述を評価する。

≪評価の判断≫

文章の主語が不明で，表現が不十分であり，

像が映る条件など結果に基づいた考察ができ

ていなことから，「努力を要する」状況（Ｃ）

と判断した。

このような場合，「光源」「像」などの用語を用いて文章を作成すること，光源を凸レ

ンズに近づけた時，スクリーンの位置や像の大きさがどうなったかを結果から考えること

などの指導を行う。また，実験結果の記述が不完全であるときは，何を調べるかを明確に

して再実験をさせる。

「科学的な思考・表現」の観点から，生徒の行動や記録を分析する主な視点

記述分析や行動分析の視点を以下に示す。

・既習事項など根拠を基に，観察，実験の結果を予想しているか。

・観察，実験の目的に対応して，結果を分析して解釈しようとしているか。 

・結果に基づいて，論理的に考察を進め，自分の考えを導いているか。

・文章，そのほかの方法で，自分の考えを表現しているか。

観察，実験の狙いの理解が不十分な場合，結果と無関係な結論を導いたり論理が飛躍した

りする場合などは，指摘して修正するように指導する。

（３）観察・実験の技能

「観察・実験の技能」については，観察，実験時の行動観察，結果の記録の仕方などに

より評価する。

≪評価規準≫

・反射の実験を行い，結果を表や図で示している。

・屈折の実験を行い，結果を表や図で示している。

・凸レンズの働きの実験を行い，結果を表に記録している。

①行動観察による評価…第２，４，７時

≪具体的な行動の例≫

第７時 凸レンズによる像のでき方を調べる実験における行動観察の場合で，「おおむ

ね満足できる」状況（Ｂ)と判断できる行動の例を以下に示す。

・実験装置を組み立て，実験を進めている。

・光の進む道筋を記録用紙に記録し，角度を表にまとめている。(反射，屈折）

・スクリーンに結像したことが捉えられる。（凸レンズによる像）

・光源とレンズ間，レンズとスクリーン間の距離などを測定して，表に測定結果を記録

している。（凸レンズによる像）

・光源をのぞき込んだりしないなど，安全に配慮して実験を進めている。

②観察・実験結果の記述の評価

実験結果をワークシートやレポートにまとめた記述を基に評価する。

≪具体的な評価の視点≫

ア 反射の実験結果を表や図に記録している …第２時

・結果の記録の図で，入射光，反射光が直線で描かれ，入射角，反射角が示されている。

「努力を要する」状況（Ｃ）の記述例

スクリーンにうつるときとうつらない

ときがある。
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・入射角，反射角を測定し，表にまとめている。

イ 屈折の実験結果を表や図に記録している。…第４時

・入射光，屈折光を，角度の関係に着目し記録している。

ウ レンズによる像の実験結果を表に記録している。…第７時

・光源と凸レンズ間の距離，凸レンズと像の間の距離，像の大きさ，倒立や正立の違い

などを表に記録している。

≪実験結果の記述例≫…第２時

鏡に光を当てたときの反射の仕方を調べ，その

実験結果をまとめた図や表の記述を評価する。

≪評価の判断≫

測定した入射角，反射角の角度を表にまとめ，

図を用いて表していることから，「おおむね満足

できる」状況（Ｂ)と判断した。

③作図実習による評価

反射や屈折，凸レンズの働きで，光の進み方の

規則性に基づいて行った作図を評価する。

≪具体的な評価の視点≫

ア 光の反射や屈折による光の進み方の作図…第２，４時

反射の法則や屈折の規則性に基づいて行った作図を評価する。

・光の進む道筋を直線で表し，境界面で反射，屈折するように作図している。

イ 凸レンズによる像の作図 …第８時

・光源の先端から出て，レンズの中心を通る光が直進するように書かれている。

・光源の先端から出て，光軸に平行な光がレンズを通ってから焦点を通る直線で書かれ

ている。

・２本の光線が交差するところに像を書いている。

≪凸レンズによってできる像の作図例≫…第８時

凸レンズを通る光のうち，次のような光が規則的

な進み方をする場合を基に作図し，その図の書き方

を評価する。

≪評価の判断≫

光源から出る２本の光の進む道筋を作図し，像が

できる位置を求めていることから，「おおむね満足

できる」状況（Ｂ)と判断した。

「観察・実験の技能」の観点から，生徒の行動や記録を分析する主な視点

行動観察により全員を詳細に評価することは難しい。そのため，「おおむね満足で

きる」状況（Ｂ)にある生徒かどうかを中心に評価し，「努力を要する」状況（Ｃ）

にある生徒に対して個別指導を行うなど，視点を明確にして評価する必要がある。本

事例では，第２時，第４時で行動観察による評価を行って，生徒理解を深めておき，

第７，８時で記述分析を基に，記録して総括に用いる評価を行っている。

行動観察では次のような方法がある。

・机間を回り，指導しながら観察し，チェックシートに記録していく。

・ワークシートやノートに，チェックの印を付ける。

第２時 「おおむね満足できる」状

況（Ｂ)とされる実験記録の例

入射角(度) ３０ ５０ ７０

反射角(度) ２８ ５２ ６８

第８時 「おおむね満足できる」

状況（Ｂ)とされる作図の例
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（４）自然事象についての知識・理解

「自然事象についての知識・理解」の評価に関しては，生徒の発言やレポート，ワーク

シートの記述，ペーパーテスト等で行う。

① ものづくりにおける評価 …第９時

ここでは，ものづくりを通して，これまでの学習の理解を深めることを目的として行い，

作品の説明カードの記述を基に「自然事象についての知識・理解」の観点から評価してい

る。

≪課題の例≫

・凸レンズを使って，実像をスクリーンに映す簡単なカメラをつくる。

生徒全員が同じ課題，同一のものづくりを行う。製作したものの仕組みについて，学

習した知識を基にした説明を評価する。

≪評価規準≫

作品を完成させ，凸レンズの働きの知識を基に，カメラの像のでき方などの仕組みを説

明している。

≪作品の説明カードへの記述≫

≪評価の判断≫

レンズに関する知識・理解を基にカメラを製作している。さらに，小型のカメラを作る

という課題を設定し，凸レンズの焦点距離の違いと像のできる位置についても調べてまと

めており，理解の深まりが見られることから，「十分に満足できる」状況（A）と判断し
た。

② ペーパーテストによる評価

定期テストなど，ペーパーテストの問題作成及び採点に当たって，次のような評価を行

っている。

≪具体的な評価の視点≫

・光に関する基本的な用語を理解している。

・光が反射するときの規則性や鏡にできる像について理解している。

・光が屈折するときの規則性や物体の見え方について理解している。

・凸レンズによる像のでき方について，物体の位置と像の位置の関係や像の大きさなど

を理解している。

「自然事象についての知識・理解」の観点から，発言や記述を分析する主な視点

光による現象や反射，屈折の法則等の知識・理解を評価した際，生徒が間違った理

解をしている場合はそれを正す指導が必要である。いわゆる誤概念を防ぐことが重要

である。そのためには，日頃より授業における発言やレポートの記述等に注意し指導

することが大切である。生徒の誤解の例としては次のようなものがある。

（説明カードの記述例）

レンズ一枚でのカメラをつくった。できるだけ小型のカメラを作ろうと思い，何種類

かのレンズで試した。その結果，レンズとスクリーンの間を短くするには，焦点距離の

短い凸レンズをつかうとよいことが分かった。その方がピントを合わせるときにレンズ

を動かす距離が少しでいいことも分かった。そのことを作図して確かめてみた。・・・
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例 光は同一媒質内では直進し，媒質の境界面で道筋が変わることに対し，曲線で

進むことがあるという誤解。

例 実像は光源からの光によってでき，虚像は光源から来た光によってできる像で

はないという誤解。

５ 観点別評価の総括
各評価を基にして，観点別学習状況の評価の観点ごとの総括を行い，さらに評定への総

括を行う。

（１）各観点の評価

各観点ごとに評価資料の評価を数値化し，その合計点の満点に対する割合から各観点の

総括を行うことが考えられる。例えば，Ａを３，Ｂを２，Ｃを１とし，次のように合計点

の満点に対する割合から観点ごとに総括する。

合計点の満点に対する割合と評価の関係では，次のような例があげられる。

80％以上 「十分満足できる」状況と判断されるもの：Ａ

50％以上 80％未満 「おおむね満足できる」状況と判断されるもの：Ｂ

50％未満 「努力を要する」状況と判断されるもの：Ｃ

その際，資料ごとに重み付けを行う方法も考えられる。

（２）評定

各評価資料の総合点の満点に対する割合から，５段階の評定を行うことが考えられる。

合計点の満点に対する割合と評定の関係では，次のような例があげられる。

80％以上「十分満足できるもののうち，特に程度が高い」状況と判断されるもの：５
80％～ 90％未満「十分満足できる」状況と判断されるもの：４
50％～ 80％未満「おおむね満足できる」状況と判断されるもの：３
20％～ 50％未満「努力を要する」状況と判断されるもの：２
20％未満 「一層努力を要する」状況と判断されるもの：１

数値化に当たって，各観点ごとの重み付けを行うことも考えられる。

（３）留意点

・数値化する際には，評価資料が評価規準に対して明確に対応していることが必要である。

・評価に当たっては，生徒のよい面を見付け伸ばしていくためにも，複数の評価方法，

評価資料を用いることが重要である。

・表計算ソフトなどで観点別評価をまとめたとき，例えば，ＡＣＣＣ，ＡＣＡＣ，ＣＡ

ＡＡといった評価になったとき，その評価が妥当であるかどうかを検討する。また，

評定についても，生徒の学習状況を反映したものになっているか，評価方法やその集

約の方法についても検討することが大切である。

・総括の際，点数の合計が同じ場合でも，学習が進むにつれ評価が向上しているときと，

逆に低下しているときがあり，このような側面からも総括した評価が適切であるかを

検討する。
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理科（第１分野） 事例２ キーワード：

単元名 電流と磁界 科学的な思考・表現

第２学年「（３）電流とその利用」 の評価（問題場面テ

ストの活用）

ここでは，第２学年の単元「(3)電流とその利用」における「イ 電流と磁界」（８時

間）の学習指導と評価の事例を紹介する。

本単元は，電流と磁界について，電気ブランコの動く仕組みを探究的なアプローチで

解き明かしていくように構成している。その上で，単元の最後に問題場面テストという

身近でかつその単元で学習した内容に類似した課題を解決するテストを行い，提示され

た課題を解決していくことによって，その単元で習得された知識や技能，科学的な思考

や表現を総合的に評価している。

１ 単元の目標

（１）磁界の概念を導入し，磁界と磁力線との関係，コイルによる磁界など電流の磁気

作用の基本的な概念を観察，実験を通して理解させる。

（２）電流が磁界との相互作用で受ける力や電磁誘導の現象など，電流の利用について

の科学的な見方や考え方を養う。

２ 単元の評価規準

自然事象への
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

自然事象についての

関心・意欲・態度 知識・理解

電流がつくる磁界，磁 電流がつくる磁界， 電流がつくる磁界， 磁界を磁力線で表す

界中の電流が受ける力， 磁界中の電流が受け 磁界中の電流が受け ことやコイルの回り

電磁誘導と発電に関す る力，電磁誘導と発 る力，電磁誘導と発 に磁界ができること，

る事物・現象に進んで 電に関する事物・現 電に関する観察，実 磁界中のコイルに電

関わり，それらを科学 象の中に問題を見い 験の基本操作を習得 流を流すと力が働く

的に探究しようとする だし，目的意識をも するとともに，観察， こと，コイルや磁石

とともに，事象を日常 って観察，実験など 実験の計画的な実施， を動かすと電流が得

生活との関わりでみよ を行い，磁界の表し 結果の記録や整理な られること，直流と

うとする。 方やコイルの回りに どの仕方を身に付け 交流の違いなどにつ

できる磁界，磁界中 ている。 いて基本的な概念や

のコイルに電流を流 原理・法則を理解し，

したときに働く力， 知識を身に付けてい

コイルや磁石を動か る。

すときに得られる電

流などについて自ら

の考えを導いたりま

とめたりして，表現

している。
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３ 指導と評価の計画（８時間）

単元の指導と評価の計画は，単元の評価規準に照らしてどの観点をいつ評価するのが適

切かを検討し，各学習活動の中で重要な観点に絞って学習状況を把握し，指導と評価が効

果的に行えるようにした。

時 学習内容 狙い 関 思 技 知 評価規準 評価方法

１ 電気ブランコ 電気ブランコが動くこと ◎ ◎磁石とコイルの相互作用に疑問 行動観察

から，コイルの回りに磁 を抱き，その仕組みを解明しよ 記述分析

界ができていることを推 うと進んで追究している。

論する。

２ 磁石による磁界 磁石による磁界の観察を ○ ○磁石によって回りの空間にどの 記述分析

行い，磁界を磁力線で表 ような磁界ができているのかを

せることを理解する。 鉄粉や方位磁石を使って調べて

いる。

３ 電流による磁界 電流によってできるコイ ◎ ◎コイルに電流が流れると，回り 記述分析

ルの回りの磁界の観察を の空間にどのような磁界ができ

行い，磁界を磁力線で表 ているのかを鉄粉や方位磁石を

す。 使って調べている。

４ 電気ブランコの 電気ブランコが動く仕組 ◎ ○ ◎コイルに電流が流れると，棒磁 記述分析

解明 みを，これまで調べてき 石と同じ磁界が発生し，この電

たことを使って解明す 流による磁界と磁石による磁界

る。 が相互作用することによって電

気ブランコが動いていることを

表現している。

○電流による磁界と磁石による磁

界の相互作用により，引き寄せ

られたり，反発したりしている

ことを理解し，その知識を身に

付けている。

５ 直線電流による 直線電流によってできる ○ ○直線電流によって回りの空間に 記述分析

磁界 磁界の観察を行い，磁界 どのような磁界ができているの

を磁力線で表す。 かを鉄粉や方位磁石を使って調

べている。

６ 直線電流による 電流を流したアルミ箔に ○ ◎ ○アルミ箔に流れた電流によって 記述分析

磁界 磁石を近づけると，アル できる磁界とＵ型磁石によって

ミ箔が動く仕組みを理解 生じる磁界が相互作用している

する。（簡易リニアモー ことを表現している。

ターカー） ◎アルミ箔に電流を流したとき，

電流と磁界の相互作用によって

アルミ箔が動いていることを理

解し，その知識を身に付けてい

る。

７ 誘導電流 コイル中で磁石を動かす ◎ ○ ◎誘導電流を多く発生させる方法 行動観察

と，直流電流とは違った を見いだそうと，進んで追究し 記述分析

交流電流が流れることを ている。

理解する。 ○誘導電流の大きさ，向きと磁石

やコイルの動かし方の関係を実

験結果から導き，表現している。

８ 振り返り学習 同じ方向に電流を流した ◎ ◎ ◎ 同じ方向に電流を流したときの 問題場面テ

（問題場面テス ときのアルミ箔の動き アルミ箔の動きを，磁石とアル ストとペー

トとペーパーテ を，実験結果から考察す ミ箔の実験結果から正しく結論 パーテスト

スト） る。 を導き出している。

これまでに学習したことを使っ

て，身の回りの自然事象を科学

的に見ている。

◎：指導に生かすとともに記録して総括に用いる評価 ○：主に指導に生かす評価
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本事例では，単元を探究的なアプローチで構成し，「科学的な思考・表現」の評価をど

のように行ったらよいのかに焦点化し示したものである。第１時に電気ブランコの現象を

提示し，生徒の内面に，「いったいどうして電気ブランコは，磁石を近づけると動くのだ

ろうか」といった疑問を引き出す。これを解明していくために，磁石による磁界（第２時），

電流による磁界（第３時）と調べ，これまでに学習したことを使って第４時で解明する。

「科学的な思考・表現」の評価は，未解決の事象に対峙する場面で行うのが適切である。

生徒が意欲的に疑問を追究するような場面を設け，その活動の中で得られた事実を考察し，

その考えを表現したものを基に生徒の状況を把握することができる。

この事例では，第４時にワークシートを使って記述分析から評価し，最後の第８時に問

題場面テストという新たな現象に出会わせ，解決するプロセスの中で「科学的な思考・表

現」を評価した。第６時，第７時でも「科学的な思考・表現」の指導と評価を行っている

が，ここでは科学的な思考力を高めることに力点を置いている。

４ 観点別評価の進め方
「科学的な思考・表現」の評価で，特に記録して総括する評価として効果的であると考

えられる第４時「電気ブランコの解明」と第８時「問題場面テスト」を取り上げる。

＜第４時 電気ブランコの解明＞

（１）本時の狙い

コイルに電流が流れると，磁界から力を受けること，特に電流によってできる磁界と磁石に

よってできる磁界の相互作用によって電気ブランコが動くのではないかということを考える。

（２）本時の評価

・「科学的な思考・表現」を，ワークシートへの記述分析により行う。

（３）本時のポイント

・単元導入で扱った電気ブランコが動く仕組みを，これまで追究してきた事実を用いて

科学的に分析，解釈し，表現させる。

（４）授業の流れ

学 習 活 動 教師の指導・留意点

導 ・課題を確認する。 ・電気ブランコの実験を演示し，追究課題を思

入 どうして電気ブランコが動いたのか。 い出せるようにする。

・仮説を確認する。 ・第１時に出された考えを思い出させ，最終的

コイルが磁石と同じようなはたらきをしたの にまとめられた仮説を短冊カードを使って提

ではないか。 示する。

課 ・磁石によってできた磁界を確認する。 ・磁石による磁界を図示したものを黒板にはり，

棒磁石によってできた磁界を図示させる。 第２時の結果を確認する。

題 ・コイルに電流が流れたときにできる磁界を確 ・コイルに電流が流れたときにできる磁界を図

認する。 示したものを黒板にはり，第３時の結果を確

追 コイルによってできた磁界を図示させる。 認する。

・どのような仕組みで電気ブランコは動いたの

究 か考察させる。 ・言葉だけでなくイラストなどを使って表現し

ても構わないことを説明する。

・電気ブランコがどのような仕組みで動いた ・机間指導をしながら，生徒の記述内容を確認

のかをプリントに記述させる。 する。

詳細は「(5) 科学的な思考・表現の評価例」
を参照
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解 コイルに電流が流れると磁界が発生し，磁石 ・プリントを回収した後で，確認する。

決 による磁界との相互作用によって，近づいた

り，離れたりしている。

（５）「科学的な思考・表現」の評価例

考察の場面でのプリントの記述内容から評価した。

どうして，磁石の近くのコイルに電流が流れると，コイルは動き出すの？

＜「おおむね満足できる」状況（Ｂ）の記述例＞

コイルに電流が流れると磁界が発生すること，及びこの電流による磁界と磁石による磁

界の相互作用によってという記述があるので，「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と判断

した。さらに，電流の向きや磁石の向きと動く方向の関係まで触れられていた場合には「十

分に満足できる」状況（Ａ）と判断した。

［支援の具体］

根拠が不明確な生徒に対しては，コイルが棒磁石と同じ働きをしていることを図で示す

ことで，引力と斥力のどちらが生じるかを考えやすくした。

第４時に，「科学的な思考・表現」について，プリントの記述内容から評価したが，更

に第８時には，磁界と電流の相互作用に関する少し異なる現象に出会わせ解決していくと

いう問題場面テストを行い評価した。

＜第８時 問題場面テスト＞

（１）本時の狙い

本単元で学習したことを使って，類似の自然事象を解明する。

・直流電流が流れているアルミ箔にもう一つの直線電流が流れているアルミ箔を近づけ

ると，アルミ箔が動く仕組みを説明する。

（２）本時の評価

・「科学的な思考・表現」，「実験・観察の技能」，「自然事象についての知識・理解」

（３）本時のポイント

・２本のアルミ箔に流れた電流による相互作用を，これまで学習してきた知識や技能を

用いて科学的に分析，解釈し，説明させる。
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（４）問題場面テストの進め方

学級の生徒を出席番号順で２グループに分け，前半のグループは問題場面テスト（パフ

ォーマンステスト），後半のグループは総括的な評価問題（ペーパーテスト）を解く。２

５分で前後半交代する。

＜前半組＞ 各実験机に２人ずつ，１０班で，合計２０人の生徒が個々に実験をしながら

問題を解く。

＜後半組＞ 後ろの空いている実験机に４人ずつ，残りの２０人の生徒を出席番号順に並

べ総括的な評価問題を解く。

Ｋ君は，授業で学習した「電流と磁界の関係」に興味を抱き，もっと深く追究してみよう

と考え，次のような実験をした。

① 図の細長いアルミ箔Ａに下向きに電流を流すと，アルミ箔Ａの回り

には，どのような磁界ができるか，下図に磁力線を記入しなさい。下

図は，アルミ箔Ａ（導線）を上から見たところを示したものである。

（知識・理解）

Ａ

② 同様に，Ｕ型磁石の回りにはどのような磁界ができるか，実際に実験を行い，下図に磁力

線を記入しなさい。（技能）

③ 電流を流したアルミ箔Ａに②のＵ型磁石を右図のように近づけると，

アルミ箔はどの向きに動くか，実際に実験を行い確認しなさい。

Ａ

次に，もう１組①と同じようなアルミ箔Ｂを用意し，下向きに電流を流す。こうして磁界

が生じたアルミ箔Ｂをもう一つの電流が流れているアルミ箔Ａに近づけると，アルミ箔Ａは

どの向きに動くと考えられるか，下の図に動く向きを矢印で書き入れなさい。また，そう考

えた理由を上の実験結果を基に答えなさい。（思考・表現）

Ａ Ｂ

Ａ
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（５）「科学的な思考・表現」の評価例

③の「科学的な思考・表現」について，「おおむね満足できる」状況（Ｂ）の解答例を

示す。

アルミ箔に電流が流れるとＵ型磁石の磁極間の磁界と同じ

ような磁界ができるので，③の実験と同じように，アルミ箔

Ａ Ａは右側に動くと考えられる。

根拠にあいまいな部分が見られるが，アルミ箔に電流が流れることによってできる磁界

とＵ型磁石によってできる磁界の関係を使って考察しているので，「おおむね満足できる」

状況（Ｂ）と判断した。さらに，次の例のようにしっかりとした根拠を論理的に正しく述

べていれば「十分に満足できる」状況（Ａ）と判断した。

「①と②を比較すると，アルミ箔Ｂによってできる磁界の左側の部分と②のＵ型磁石に

よってできる磁界は似ている。したがって，③の実験によって，Ｕ型磁石によってアルミ

箔Ａが右側に動いたということは，アルミ箔Ｂに電流を流しアルミ箔Ａに近づけると，ア

ルミ箔Ａは右側に動くと考えられる。」

「科学的な思考・表現」の観点から，生徒の記述分析をする際の留意点

○根拠を明確にして，自分の考えを主張しているか

磁石によってできた磁界（観察事実）と電流によってできた磁界（観察事実）を基

に，磁石同士の相互作用と同じような現象（引力と斥力）を引き起こしているのでは

ないかと考察しているかに着目し記述分析を行う。

○言葉だけでなく図（イラスト）と組み合わせて表現するように指導し，生徒の考え

を把握

この学習では，事象が立体的であり，図やイラストのみで表現した場合には，読み

手の解釈によって受け取り方が異なってしまったりする。また，言葉だけでも，正確

に考えを伝えることは難しい。両者を組み合わせて表現させるように指導し，生徒の

考えを正しく把握するようにする。

＜「科学的な思考・表現」の評価の取扱い＞

本単元では，「科学的な思考・表現」の評価を次のように行った。電気ブランコの動く

仕組みを探究的なアプローチで解明していくことによって，自ずと科学的に考えなければ

ならない状況を生み出し，科学的に考える方法を学習していった。さらに，アルミ箔に電

流を流した状態への応用，誘導電流の発生する際の規則性を考えさせることによって，「科

学的な思考・表現」がより高まるようにしていった。各場面場面で評価をし指導に生かし

ていきながら，記録して総括に用いる評価として，電気ブランコの解明及び最後の問題場面テス

トを取り上げ，ほかの場面での評価は参考にした。
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理科（第１分野） 事例３ キーワード：

単元名 状態変化と熱 科学的な思考・表現

第１学年「（２）身の回りの物質」 の評価（ワークシー

単元名 酸化と還元 トの活用）

第２学年「（４）化学変化と原子・分子」

目に見える物質の性質や変化を，目に見えない原子，分子，イオンなど粒子のモデルと

関連付けて理解させることは容易ではない。一度の授業，一つの単元だけでは，粒子概念

の定着が難しく，３年間を見通して積み上げながら繰り返し指導を展開することで物質の

性質や変化を粒子のモデルと関連付けてみる見方や考え方を段階的に養うようにすること

が大切である。その際，小学校で学習した以下の現象を粒子のモデルと関連付けて捉えさ

せることも考えられる。

《 粒子のモデルと関連付けることができる項目 》

小４：「閉じ込めた空気は圧し縮められるが，水は圧し縮められないこと」

小４：「金属，水及び空気は，温めたり冷やしたりすると，その体積が変わること」

小５：「物が水に溶けても，水と物とを合わせた重さは変わらないこと」

小６：「植物体が燃えるときには，空気中の酸素が使われて二酸化炭素ができること」

小６：「水溶液には，気体が溶けているものがあること」

右の表は中学校で粒子概念を取り扱う

内容を示したものである。第１学年で獲

得した粒子概念を第２学年，第３学年と

その発達に応じて段階的に積み上げてい

くことが重要である。

なお本事例では，第１学年の「状態変

化と熱」，第２学年の「酸化と還元」を取

り上げる。物質が変化する際，その前後

で粒子（原子，分子）がどのようになっているかという共通の視点で行う「科学的な思考

・表現」の評価例を示すことに加え，段階的に微視的なものの見方や考え方を深める指導

とその評価方法について示している。

事例３ーⅠ 第１学年 単元名「状態変化と熱」

１ 単元の目標

物質を加熱したり冷却したりすると状態が変化することを観察し，状態が変化する前後

の体積や質量を比べる実験を行い，状態変化は物質そのものが変化するのではなくその物

質の状態が変化するものであることや，状態変化によって物質の体積は変化するが質量は

変化しないことを見いだし，粒子のモデルと関連付けて理解させる。

粒子概念の導入
（スパイラルな指導計画の構成）
学 習 項 目 粒子概念に

関わる内容
１年 水溶液，状態変化 粒子モデルの導入

及び粒子の運動の
変化

２年 化合と分解（化学反応式） 原子や分子からで
酸化と還元 できている物質

３年 酸・アルカリとイオン 電気を帯びた原子
水溶液とイオン であるイオン

原子の成り立ち
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２ 単元の評価規準

自然事象への 自然事象についての

関心・意欲・態度
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

知識・理解

・状態変化と熱に関 ・状態変化と熱に関 ・状態変化と熱に ・状態変化によって

する事物・現象に する事物・現象の 関する事物・現 物質の体積は変化

進んで関わり，そ 中に問題を見いだ 象についての観 するが質量は変化

れらを科学的に探 し，目的意識をも 察，実験の基本 しないこと，加熱

究しようとすると って観察，実験な 操作を習得する や冷却によって粒

ともに，事象を日 どを行い，粒子の とともに，観察， 子の運動の様子が

常生活との関わり モデルと関連付け 実験の計画的な 変化していること

でみようとする。 た状態変化による 実施，結果の記 などについて基本

体積の変化などに 録や整理などの 的 な 概 念 を 理 解

ついて自らの考え 仕方を身に付け し，知識を身に付

を導き，表現して ている。 けている。

いる。

３ 指導と評価の計画（３時間）
評価観点

時 学習内容 狙い
関思技知

評価規準 評価方法

１ 固 体 ・ 液 体 ・ 水が状態変化する現象に ◎ 物質が状態変化する現象に関 実 験 や 発 表

気体 興味をもち，状態変化と 心をもち，意欲的に状態変化 の 仕 方 の 行

・演示実験「水 温度の関係を理解する。 する様子を観察する。 動観察

の三態変化」 また，状態変化により物 ○ 固体・液体・気体の状態変化 ノ ー ト ・ ワ

質そのものの性質は変化 と温度の関係及び物質が温度 ー ク シ ー ト

しないことを理解する。 によって状態変化することを の記述内容

理解し，知識を身に付けてい

る。

２ 状 態 変 化 前 後 ロウの状態変化の観察・ ○ 質量は保存されるが体積は変 ノ ー ト ・ ワ

の 質 量 保 存 と 実験を行い，状態変化に 化するという事象から，粒子 ー ク シ ー ト

体積変化 よって体積が変化しても の結びつきと温度との関係に の記述内容

・生徒実験「ロ 質量は変化しないことを， 気付く。

ウの状態変化 実験の結果と結び付けて ◎ 状態変化に関する実験を行 ノ ー ト ・ ワ

前後の体積」 説明する。 い，実験の結果を表に記入す ー ク シ ー ト

ることができる。 の記述内容

３状態変化 液体のエタノールを入れ ◎ 液体から気体への状態変化を ワ ー ク シ ー

・演示実験「エ た袋に熱湯をかけると袋 粒子のモデルで説明すること ト の 記 述 内

タノールの気 が膨らむことを，エタノ ができる。 容

化」 ールの粒子の運動で説明 発言分析

する。 行動観察

◎：指導に生かすとともに記録して総括に用いる評価 ○：主に指導に生かす評価

【評価規準を作成する際の留意点】

・物質の状態変化の単元の中で，４観点が少なくとも１回ずつ評価できるようにした。

・学習のまとまりごとに行う，いわゆる定期考査に代表されるペーパーテストによる

評価を別途行い，それを加味して総括的評価とする。

４ 観点別評価の進め方
（１）本時の狙い
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物質が粒子でできていることを理解し，状態変化による体積や質量の変化を，粒子の運

動で説明できるようにする。また，液体のエタノールを入れた傘袋（ポリエチレンの袋）

などに熱湯をかけると袋が膨らむ現象を観察させることを通して，状態変化を粒子の運動

で説明することができるようにする。

（２）本時の評価

指導に生かすとともに記録して総括に用いる評価「科学的な思考・表現」

液体から気体への状態変化を粒子のモデルで説明することができる。

（３）本時のポイント

・同じ物質の異なる状態を示し，そのときの物質の変化を粒子で考えさせる。

・固体・液体・気体の状態を，粒子のふるまい（粒子のサイズや数及び運動等）で考え

させる。

・生徒から粒子として捉える見方や考え方が出てこない場合には，教師の側からモデル

となる図を示す。知識を教え込んで授業を進めるのではなく，生徒の見方や考え方を

引き出すことに留意したい。

（４）指導と評価の流れ

時
学習活動

〈評価の観点〉
評価方法

間
学習活動における具体の評価規準

第 導 【演示実験】エタノー ・実験結果を確認できる。
３ 入 ルの気化
時 ・傘袋に入れて熱湯を

かけ膨らませる。
・冷やして，元にもど
す。

・再度熱湯をかける。

展 ・自分の考えを明らか
開 にさせる。
①

・粒子のモデルで考え ワークシートの記
させる。 ・演示実験を観察した結果を 述内容の分析

・粒子のサイズや数に 粒子のモデルで説明するこ
留意させ，実験から とができる。
得た科学的な観点を
確認する。

展
開 ・発表させ，考え方を ・すきまが広がるだけで粒子

「膨らんだときの粒のサイズと数をイメージしよう」

・ふくらんだ袋を冷やすとしぼむ
ことや、繰り返し膨らませるこ
とができることを確認させる。

「いろいろな考えを知って、自分の考えを見直そう」

エタノールの様子
加 熱 そう考えた理由を説明してください

液体のモデル

気体の

モデル
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② 分類する。 のサイズや数に変化がない ワークシートの記
ものを基本に，それ以外の 述内容の分析
ものをまとめる。

・ワークシートの図を説明さ 発言分析
せる。 行動観察

ま
と ・エタノールが粒子で
め できていることを教 ワークシートの記

科書等の模式図で示 述内容の分析
す。さらに，CG で作
成されたアニメーシ
ョンなどを示し，粒
子の運動から粒子概
念を考えるように指
導する。

（５）評価をする際の留意点

【展開①】

・温度が変化すると物質が状態変化することを確認する。熱を加えると膨らむことだ

けでなく，冷やすとしぼむという現象も取り上げる。

・前時までに学習した水や氷，ロウの例を引き出し，質量は変化しないことや体積は

変化することを明らかにする。

・ワークシートを書き上げた生徒から提出させ，不十分な場合は以下のように具体的

な指摘や問いかけをし，再提出を促す。

「粒で描いてください。熱を加える前のエタノールの段階で粒になっています」

「粒の数は，液体のときは２０個でした。気体のときはこれでいいのですか」

「粒のサイズは，これでいいのですか」

【展開②】

・数名の生徒に自分の見方や考え方を発表させ，生徒の考えが幾つかの種類に分類

できることを示す。

・示されたモデルのうち，説明として適切なものはどれか考えさせる。

・生徒個人の見方や考え方が板書された内容のどれに近いのかを挙手で再確認し，自

分なりの見方や考え方をもてるようにする。

（６）評価例

【単元における粒子概念の扱い】

水溶液とともに物質を粒子で考える最初の単元であり，粒子は直接目では見えないの

で，モデルと関連付けた学習を行う。

粒子概念の定着には３年間を見通した指導が有効である。前時までの水や氷，ロウの

学習の際に，状態変化の前後における粒子のふるまいの変化や，質量は変化しないが体

積は変化することについて指導されている。

「教師の説明を聞く」
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袋が膨らんだ理由について，生徒は様々な考え方を提案する。

すきまが広がるだけで粒子のサイズや数に変化がないアのモデル以外に，数が増える

イ，サイズが大きくなるウの三つのパターンが多い。粒子で捉えることができず図エの

ように雲のような絵を描く生徒もいる。また，粒子のサイズや数に変化がない場合でも，

アのような均一に分散する図ではなく周囲や上部に粒子の分布が偏る図を描く生徒も少

なからずいる。

そう考えた理由として，アの場合は「冷やすと元に戻ってしまうから」「熱によって
粒子の運動する速さが増したから」などと答える生徒が多い。また，イでは「粒子が分裂して

数が増えるから」，ウでは「粒子が膨らむから」，エでは「粒子が変化して（空気と結びつい

て）別のものになったから」などと答える生徒が多い。

【ワークシートの評価例】

・評価規準に照らして「十分満足できる」状況（Ａ）

すきまが広がり粒子のサイズや数に変化がない図アのように表現し，かつ粒子の

運動と関連付けて考察できる。

・評価規準に照らして「おおむね満足できる」状況（Ｂ）

すきまが広がり粒子のサイズや数に変化がない図アのように表現できる。又は，

理由として同様の考察を示すことができる。

・評価規準に照らして「努力を要する」状況（Ｃ）

展開①，展開②の指導後においても，イ～エのような解答をするか，又は無回答

の場合。

【思考・表現の評価の総括】

・展開②の後のワークシートの記述内容を，総括に用いる評価とする。

「科学的な思考・表現」の観点から，生徒の記述を分析する主な視点

図とそう考えた理由の両方の記述を総合的に判断し，評価をする。

○図で粒子のモデルに基づいた記述をしているか

粒子のサイズや数の変化から分析する。さらに，粒子間のすきまや粒子の運動の様

子が変化していることを表現しているかどうかに着目し，記述分析を行う。

○そう考えた理由で，粒子のモデルに関連付けた考えを記述しているか

粒子のサイズや数が変化しない理由を質量保存と結び付けたり，状態変化の可逆性

について触れたりしているかに着目し，記述分析を行う。
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事例３ーⅡ 第２学年 単元名「酸化と還元」

第２学年では化学変化を，原子や分子という個々の物質の性質を決めている粒子のモデ

ルと関連付けながら，原子の組合せは変化するがその種類と数は変化しないことを理解し

ているかどうかを評価する。その際，第１学年で生徒が物質は微小な粒子でできているこ

とを受け入れ，物質の溶解や状態変化を，物質をつくっている微視的な粒子のモデルと関

連付けて思考する経験をしていることは，学習を円滑に進める上で重要である。

１ 単元の目標

物質の酸化や還元の実験を行い，酸化や還元が酸素の関係する反応であることを見いだ

すことができる。

２ 単元の評価規準

自然事象への 自然事象についての

関心･意欲･態度
科学的な思考･表現 観察･実験の技能

知識･理解

酸化と還元に関する 酸化と還元に関する事物･ 酸化と還元に関す 酸化と還元は酸素の

事物･現象に進んで関 現象の中に問題を見いだ る観察，実験の基 関係する反応である

わり，それらを科学 し，目的意識をもって観 本操作を習得する ことなどについて基

的に探究しようとす 察，実験などを行い，原 とともに，観察， 本的な概念を理解し，

るとともに，事象を 子や分子のモデルと関連 実験を計画的に実 知識を身に付けてい

日常生活との関わり 付けた酸化･還元と酸素と 施し，結果の記録 る。

でみようとする。 の関係などについて自ら や整理などの仕方

の考えを導いたりまとめ を身に付けている。

たりして，表現している。

３ 指導と評価の計画（５時間）

評価の観点
時 学習内容 狙い 評価規準 評価方法

関 思 技 知

１ スチールウー スチールウールを燃焼 実験の基本操作を習得すると

ルの燃焼 させる実験を行い，反 ○ ともに，物質の性質の違いや 行動観察

【生徒実験】 応前後の物質の性質や 質量の変化の記録の仕方を身

質量を調べる。 に付けている。

２ 燃焼と物質の 金属が酸素と結び付い 物質の変化と質量の変化に注

質量の変化 て酸化物になっている ○ 目して実験を行い，性質の違 行動観察

ことを実験結果と関連 いや質量の増加から，変化に

ついて自らの考えを表現して

いる。

燃焼は，物質が酸素と結び付

○ いてはげしく熱や光を出す現 ノートの

象であることを理解し，知識 記述内容

を身に付けている。

３ 酸化銅と炭素 酸化銅と炭素の混合物 実験の基本操作を習得すると

の反応【生徒 を加熱する実験を行 ◎ ともに，性質の違いや発生し ワークシ

実験】 い，反応前後の物質の た気体の性質の記録の仕方を ートの記

性質を調べる。 身に付けている。 述内容
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４ 酸化と還元 酸化と還元が酸素をや 実験の結果を基に，反応につ

りとりする逆向きの反 ◎ いて，原子や分子のモデルと ワークシ

応であることを原子や 関連付けながら，自らの考え ートの記

分子と関連付けなが を表現している。 述内容

ら理解する。

酸化と還元が酸素をやりとり

○ する逆向きの反応であること 小テスト

を理解する。

５ 酸化・還元と 鉄鉱石に含まれる酸化 鉄を取り出す方法について関 ノートの

金属の利用 鉄を還元して鉄を取り ◎ 心をもち，進んで考えようと 記述内容

出すなど，金属の酸化 している。

物から単体の金属を取 金属酸化物の還元が製錬に応 ノートの

り出す原理を理解す ○ 用されていることを理解し， 記述内容

る。 知識を身に付けている。

◎：指導に生かすとともに記録して総括に用いる評価 ○：主に指導に生かす評価

４ 観点別評価の進め方
（１）本時の狙い

酸化と還元が酸素をやりとりする逆向きの反応であることを原子，分子のモデルと関連

付けながら理解する。

（２）本時の評価

指導に生かすとともに記録して総括に用いる評価「科学的な思考・表現」

（３）本時のポイント

・実験結果を基に，反応について，原子や分子のモデルを用いて説明させる。

（４）指導と評価の流れ

時
学習活動

〈評価の観点〉 評価

間 学習活動における具体の評価規準 方法

導 ・実験結果を確認させる。 ・実験結果を確認できる。

第 入 （石灰水の変化，固体の様子）

４ 展 ・実験結果から，生成した物質を ・実験結果から二酸化炭素と銅がで ワ ー ク シ

時 開 見いださせる。 きたことを説明できる。 ー ト の 記

① （二酸化炭素，銅） 述分析

展 ・原子や分子のモデルと関連させな ・反応について原子や分子のモデル

開 がら考えさせる。 を用いて説明できる。 ワ ー ク シ

② ー ト の 記

◎○ ＋ ● → ◎ ＋ ○●○ 述分析

◎○ ◎

炭素は酸素をうばい，酸化銅は酸素を失う。

展 ・発表させ，相互に考え方を共有す ・他者の発表を基に自分の記述を再

開 る。他者の発表を基に自分の記述 検討し，相違点があれば，より合

③ を再検討する。 理的な説明を考えることができる。

ま ・酸化と還元が酸素をやりとりする ・酸化と還元が酸素をやりとりする 小テスト

と 逆向きの反応であることを説明す 逆向きの反応であることを原子や

め る。 分子と関連付けながら理解している。
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（５）評価をする際の留意点

・まず，実験結果から，何が生成したのかを分析して解釈できているかを評価すること

が大切である。その際，展開①で生成物を見いだせていないと判断される生徒につい

ては，既習事項を思い出させるなど個別に指導する。ここでつまずくと，展開②の活

動が難しい。

・展開②では，展開①から考えられる変化を原子や分子のモデルで合理的に説明できて

いるかを評価することが大切である。その際や原子，分子のモデルで説明することに

つまずいている生徒については，原子が新しくできたり，種類が変わったり，なくな

ったりしないことを思い出させるなど個別に指導する。

・展開③では互いの考えを共有する機会を設ける。

（６）評価例

【単元における粒子概念の扱い】

酸化と還元を理解するためには分解や化合に比べて，より高度な思考が要求される。

これまでの学習を活用し，原子や分子のモデルと関連付けた学習を設定するのに適した

単元である。

【ワークシートの評価例】

・評価規準に照らして「十分満足できる」状況（Ａ）

反応前後で物質を構成する原子の組合せが変化して銅を取り出せたことをモデルと関

連付けながら，原子の個数を正しく示して説明している。

・評価規準に照らして「おおむね満足できる」状況（Ｂ）

反応前後で物質を構成する原子の組合せが変化して銅を取り出せたことをモデルと関

連付けながら説明している。

【思考・表現の評価の総括】

互いの考えを共有した後に，自分の考えを書かせ，最終的な記述内容を総括に用いる

評価の対象とする。その一方で，ワークシート等に段階的に記述欄を用意しておけば，

授業中の生徒の変容を把握でき，指導の改善にも役立つ。

実験結果から生成した物質を見いださせるとともに，原子や分子のモデルを活用して

どのような反応が起こったのかを説明させる。化学変化では原子の組合せが変化するが，

反応に関係した原子が保存されていることを，モデルとの関連を通して実感させる。

「科学的な思考・表現」の観点から，生徒の記述を分析する主な視点

○実験結果を基に考えているか

実験結果と原子や分子のモデルによる説明に矛盾や飛躍がないかという点に注目す

る。「原子の組合せが変わっているが，原子の種類や個数が変化していないこと」を

表現できているかが重要なポイントである。

○つまずきや誤解の把握

原子や分子のモデルと文章記述から，生徒の考えを総合的に判断する。生徒の記述

から，つまずきや誤解を把握し，その後の指導に生かしていくことも評価の重要な役

割である。口頭の発言や文章記述だけでは把握できない生徒の考えをモデルから発見

することも考えられる。
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理科（第２分野） 事例４ キーワード：

単元名 排出の働き 自然事象への関心・

第２学年「（３）動物の生活と生物の変遷」 意欲・態度の評価

探究的な学習を進めるためには，自らの課題を主体的に追究し，理解を深められるよう

な授業を組織することが大切である。その際，生徒の探究的な学習を促しながら，効率的

に評価を行う。

そこで，毎時間の学習後に追究カー

ドとして「解決したこと」「もっと調

べたいこと・疑問」をメモさせ，探究

の方向を明確にさせる。その記録を活

用して，生徒の学習状況の把握と指導

計画の修正を行う。さらに，単元のポ

イントとなる場所で，授業日記を書か

せ，自分の驚きや疑問，日常生活との

関わりなどについて，学習の振り返り

をさせる。この追究カードと授業日記

との記述内容を併せ，単元終了後に，

「自然事象への関心・意欲・態度」に

ついて総括的な評価を行う。

ここでは，「イ 動物の体のつくり

と働き」（ア）「生命を維持する働き」

の「排出の働き」を探究的に扱う授業

の評価事例を示す。

＜追究カードへの記入方法と評価＞

１ 単元の目標
動物の消化，呼吸及び血液循環や外界の刺激に対する反応について観察や実験を基に，

動物の体のつくりと働きを関連付けて理解させる。

２ 単元の評価規準

自然事象への 自然事象についての
関心・意欲・態度

科学的な思考・表現 観察・実験の技能
知識・理解

生命を維持する働 生命を維持する働き 生命を維持する働き 動物の体が必要な物
きに関する事物・ に関する事物・現象 に関する観察，実験 質を取り入れて運搬
現象に進んで関わ の中に問題を見いだ の基本操作を習得す する仕組み，不要な
り，それらを科学 し，目的意識をもっ るとともに，観察， 物質を排出する仕組
的に探究しようと て観察，実験などを 実験の計画的な実施， みなどについて基本
するとともに，生 行い，動物の体が必 結果の記録や整理な 的な概念や規則性を
命を尊重しようと 要な物質を取り入れ どの仕方を身に付け 理解し，知識を身に
する。 て運搬する仕組み， ている。 付けている。

外界の刺激に反応す
る仕組みなどについ
て自らの考えをまと
め，表現している。

- 73 -

suzuki77
テキストボックス



３ 指導と評価の計画（12時間）

第８時～１２時を小単元として探究的に扱って「関心・意欲・態度」を評価している。

関 思 技 知 評価規準
時 学習内容 狙い

（評価方法）

１ 日常生活と ヒトの消化器系のつくりと ◎ ・調べたことをノート

ヒトの消化 働きに関心をもつことがで にまとめている。

きる。 （発表の仕方やノー

トの記述内容）

２ アミラーゼ だ液によって，デンプンが ◎ ◎ ・実験結果を基に，正

の働き 糖に分解されることを，実 しく結論付けている。

験により調べることができ ・目的を理解し，正し

る。 く結果を記録してい

る。（ワークシート

の記述内容）

３ そのほかの消 いろいろな消化酵素の働き ○ ○ ・分解と吸収が効率よ

化酵素 により，食物に含まれてい く行える仕組みを説

るそれぞれの成分が分解さ 明できる。

れ，小腸の柔毛から吸収さ （発言，小テスト）

れることを説明できる。

４ 血液が運ん 血液によって，酸素，二酸 ○ ・血液の働きを理解し

でいるもの 化炭素が全身の細胞に運ば ている。（発言，小

れることを理解する。 テスト）

５ 血液循環と 体循環と肺循環を理解し， ◎ ○ ・血液循環と各器官の

各器官 血液循環について，肺や小 働きを関連付けて説

腸などの各器官の働きと関 明できる。

連付けて考察できる。 （発言，小テスト）

６ 血流観察 メダカの尾びれなどを材料 ◎ ・目的を理解し，正し

に，毛細血管やその中を流 い手順で，結果を記

れる血球の様子を観察でき 録している。

る。 （スケッチ，ワーク

シートの記述内容）

７ 血液の成分 血液によって細胞に運ばれ ○ ○ ・血液と細胞をエネル

とエネルギ た養分と酸素から，エネル ギーを取り出す視点

ー ギーが取り出され，二酸化 から理解している。

炭素と水ができることを説 （発言，小テスト）

明できる。

消化・吸収と （小単元の導入） ◎ ○ ・飲食物が尿になる予

８ まとめ 食べたもの・飲んだもの 想図を描く。

は，どうやって尿として排 （ノート）

出されるか。

９ 腸で吸収した養分や水分 ○ ・食べ物と肝臓のつな

は，どこで処理されるのか。 がりを理解する。

（小テスト）

10 腎臓はどのようにして尿を ◎ ・腎臓が尿をつくるモ
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つくるのか。 デルを描いている。

（ノート）

11 尿素などの不要物はどうや ○ ・腎臓のろ過実験を適

って排出するのか。 切に行っている。

(行動観察）

12 腎臓がうまく働かないとど ・自分の立てた課題に

うなるか。 ◎ 向かって追究を進め

ている。

（第８～12時までの

追究カード，授業日

記）

◎：指導に生かすとともに記録して総括に用いる評価 ○：主に指導に生かす評価

また，「知識・理解」については小テストや定期考査で把握している

４ 観点別評価の進め方
（１）小単元の目標

動物の生命を維持する働きとして，不要となった物質を排出する仕組みがあることを

理解する。

（２）指導計画 全５時間（第８時～12時）

・１日に食べる量と便の量を比べ，尿として排出されるものに目を向ける。
・食道からどのように尿になるか予想図を描かせる。
食べたもの・飲んだものは，どうやって尿として排出されるか（導入：８時）

腸で吸収した養分や水分は，どこで処理されるのか （９時）

・肝臓は，「養分を貯蔵する」「不要物の処理」などの働きがある。

腎臓はどのように尿をつくるのか （10時）

・腎臓は，血液をろ過する働きをしている。
・腎臓は，水分やブドウ糖を再吸収している。

尿素などの不要物はどうやって排出するのか （11時）

・杉田玄白の実験を基に，墨汁をブタの腎臓でろ過する実験をする。
・糸球体のプレパラートを顕微鏡で調べる。
・映像資料で腎臓の働きを確認する。

腎臓がうまく働かないとどうなるか （発展：12時）

・腎臓病について調べ，人工透析についての映像資料を視聴する。
・学習のまとめをする。

（３）授業の実際

導入では，まず，パンやチーズ，ペットボトルの水などを提示し，１日に自分の食べた

り飲んだりする量を計算させた。その上で，水分や養分が尿となる経路を描かせた。

しかし，多くの生徒は，実際に聞かれるとどのように，水分が運ばれ，尿ができるかは

っきり分からない。授業日記にも「実際に聞かれてみると，分からない」と書く生徒がた
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くさんいた。そこで，小単元の学習問題を『食べたもの飲んだものは，どうやって排出さ

れるか』として学習を進めた。

第８時では，腎臓の模式図を配布し，「血液からどのようにして尿が作られるか」を示

すモデル図を描かせた。生徒からは，「血管に細かなすきまがあいている」「ろ過装置が

ついている」など，血管の細かい穴から不要物が出てくるという「ろ過」の考えが多く出

された。しかし，実際に「ろ過」「再吸収」が，腎臓でどのように行われているか，生徒

は理解できていなかった。追究カードの「解決できなかったこと・疑問」の欄にも，「血

管に穴があいているのか」「腎臓にろ過装置がついているのか」などの疑問が書かれてい

た。そこで，第11時には，ブタの腎臓を使って，墨汁をろ過する実験を行った。

生徒は，動脈に入れた墨汁が，透明になって出てくることに驚いていた。さらに，糸球

体のプレパラートを顕微鏡で観察し，映像資料で腎臓の働きを確認した。そして，第12時

では，腎臓病と人工透析について調べ，探究のまとめを行った。

（４）「関心・意欲・態度」の評価の例

①「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と判定される生徒の事例（Ｆ男）

この小単元の学習を進める中で，Ｆ男は追究カードと単元末の授業日記を次のように

書いた。この記述を基に「関心・意欲・態度」の評価を行った。

＜Ｆ男の追究カードから＞

＜単元末の授業日記から＞

肝臓でアンモニアが尿素になることや，④腎臓で尿ができることが分かりました。僕は，
はじめ腸から尿になる道があると思っていました。でも，⑤すみをブタの腎臓に入れたら，
透明な水が出てきたことで，腎臓がろ過していることが分かりました。ブタの腎臓は，す
こし気持ち悪かったけど，実験をして，本当に腎臓で尿ができることが分かりました。…
（略）…授業で尿のできる仕組みを勉強して，ろ過などの⑥腎臓のはたらきがよく分かりまし
た。
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Ｆ男は，単元の導入で「水はどこを通って尿になるか」という疑問をもった。そして，

追究カードの「もっと調べたいこと・疑問」の欄には，第９時「どこを通って水分は尿

になるのか」，第10時「どうやってろ過や再吸収をしているか」など，尿のできる経路

や働きに目を向けた疑問が書かれている。「解決できたこと」の欄についても，授業の

学習内容を着実に記入できている。また，単元の授業日記の「④腎臓で尿ができること

が分かりました」「⑤すみをブタの腎臓に入れたら，透明な水が出てきたことで・・・」

などの記述からも，導入時の「水分はどこを通って尿になるか」という疑問を追究し，

疑問を解決できたＦ男の姿がうかがわれる。

しかし，第11時の追究カードを見ると，　　「杉田玄白は，どうやって腎臓の働きを見付け

たのか」と，尿のできる経路や働きとは別の方向に目が向いている。また，単元末の

授業日記の「⑥腎臓のはたらきがよく分かりました」という記述からは，自身の体への

関連付けなどがなく，生命を尊重する態度は，まだ十分満足とは言えない。

以上から，見方・考え方の広がりには課題が残るが，自分の疑問を基に追究ができて

いる点でＦ男の「関心・意欲・態度」は，「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と判断さ

れる。

②「十分満足できる」状況（Ａ）と判断される生徒の事例（Ｓ子）

Ｓ子は，「関心・意欲・態度」がＡと判断される。そのように判断される理由は，以

下のとおりである。

＜Ｓ子の追究カードから＞

＜単元末の授業日記から＞

実験で，すみを腎臓に入れたら，きれいな水が出てきてすごいと思いました。顕微鏡で

見たら，糸球体は，黒く回ったようになっていました。話し合いで，ろ過をしているのは
分かっていたつもりだったけど，本当に，腎臓がろ過をしていることが分かりました。⑨
血液をたくさんろ過できるのは，糸球体がたくさんあるから・・・（略）・・・人工透析の
技術もすごいと思いました。でも，もし，腎臓が病気になると，⑩人工透析などをずっと
しないといけないことからも腎臓の大切さが分かりました。⑪肝臓や腎臓のおかげで，毎
日元気でいられるんだと思いました。
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Ｓ子は，導入で「尿をつくる器官があるのか。それはどんな器官か」という疑問をも
った。そして追究カードへの記述からは，第10時「⑦ろ過や再吸収は，細胞でやっているの

か。ろ過装置みたいなものでやっているかどうか」，第11時「⑧再吸収は，どんな仕組みでろ

過と反対のしごとをするのか」と，尿がどのようにできるかという疑問をろ過・再吸収の仕組

みへの具体的な疑問へと発展させていることが分かる。

また，授業日記の「⑨血液をたくさんろ過できるのは，糸球体がたくさんあるから」

という記述からは，腎臓のつくりやその働きの巧みさに驚きを感じるＳ子の姿がうかが

える。さらに，「⑩人工透析などをずっとしないといけないことからも腎臓の大切さが

・・・」「⑪肝臓や腎臓のおかげで，毎日元気でいられるんだ・・・」など，医療や自

分の体と腎臓の働きに目を向け，生命の巧みさに心を動かすＳ子の姿が表れている。

以上から，自分の疑問を明確にしながら追究し，しかも「腎臓の大切さが」とか「肝

臓や腎臓のおかげで」など臓器の働きがヒトの健康を支えていることに向いていて，生

命の大切さを感じとることができたＳ子は，「十分満足できる」状況（Ａ）と判断され

る。

（５）追究カードの「指導に生かす評価」への活用

追究カードの「解決したこと」の欄には，生徒が毎時の授業で学んだことをまとめて記

入する。そのため，授業後，追究カードの「解決したこと」の記述内容を見ることで生徒

がどの程度「自然事象についての知識・理解」を身に付けたかを確認することも可能であ

る。記述内容が教師の押さえたい内容とずれていたり，必要事項が記述できていない場合

は，授業の補足や修正が必要なことが分かる。

また，「もっと調べたいこと・疑問」の欄は，毎時の生徒の考えや疑問が現れている。

この記述内容を基に，後に続く授業の展開に生かしたり，「科学的な思考・表現」の評価

の一つの有効なデータとしたりすることも可能である。

「自然事象への関心・意欲・態度」の観点から生徒の記述を分析する主な視点

○進んで自然に関わり，そこで生まれた疑問を探究できているか

・「もっと調べたいこと・疑問」の記述が，「単元の学習問題や導入での疑問」を

踏まえつつ，探究の過程に沿った連続性が見られるものとなっているか。

・単元の学習問題や「もっと調べたいこと・疑問」の欄に書かれていた疑問等が，

具体的に解決できた内容として「授業日記」に記述されているか。

○生命尊重や自然保護に関することが日常生活と結び付いて具体的に示されているか

・「授業日記」に，生命尊重や自然保護などに目を向けた日常生活に関わる具体的

な記述があるか。

・「もっと調べたいこと・疑問」に，生命尊重や自然保護などに目を向けた日常生

活に関わる具体的な記述があるか。

「自然事象への関心・意欲・態度」の観点から生徒の記述の分析を行う際の留意点

・進んで自然に関わり，そこで生まれた疑問を探究できているかを評価するためには，

授業自体も探究的な学習を組織することが大切である。

・追究カード，授業日記などで評価するためには，日頃から書かせる指導を積み上げ

ていくことが必要である。
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理科（第２分野） 事例５ キーワード：

単元名 気象観測 観察・実験の技能

第２学年「（４）気象とその変化」 の評価

本事例では，「気象とその変化」の導入段階として，気象観測の方法を身に付け，実際

に観測し，その結果を記録，整理する学習活動を取り上げる。小学校での学習経験を踏ま

え，「気温などの気象要素を継続して測っていくと，天気の変化が分かるのか」「天気と

気温や湿度などの気象要素とは何か関係があるのだろうか」という課題をもたせ，それを

解決するためには，実際に気温などの気象要素を継続して観測する必要があるという展開

で学習活動に取り組ませる。この後に続く日本の天気の特徴を見いだす活動など「科学的

な思考・表現」の評価が適切に行われるためには，正しい気象観測の方法をきちんと身に

付けていることが必要であり，「観察・実験の技能」を適切に評価することが求められる。

１ 単元の目標
主な気象要素である気温，湿度，気圧，風向，風力の測定を行い，観測器具の基本的な

扱い方や観測方法と，観測から得られた気象データの記録の仕方を身に付けさせるととも

に，これらの気象要素の変化及び相互の関連と天気との関係を見いださせる。

２ 単元の評価規準

自然事象への 自然事象についての
関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

気象観測，天気の変化， 気象観測，天気の変 気象観測，天気の変化， 観察や実験などを行

日本の気象に関する事物 化，日本の気象に関 日本の気象に関する事 い，気象観測や天気の

・現象に進んで関わり， する事物・現象の中 物・現象についての観 変化，日本の気象に関

それらを科学的に探究す に問題を見いだし， 察，実験の基本操作を する事物・現象につい

るとともに，自然環境の 目的意識をもって観 習得するとともに，観 て基本的な概念や規則

保全に寄与しようとす 察，実験などを行い， 察，実験の計画的な実 性を理解し，知識を身

る。 事象や結果を分析し 施，結果の記録や整理 に付けている。

て解釈し，自らの考 など，事象を科学的に

えを表現している。 探究する技能の基礎を

身に付けている。

３ 指導と評価の計画（18時間扱いの一部）
(１)第１次(１～４時)気象観測

評価の観点
時 学習内容・学習の狙い

関 思 技 知
評価規準，評価方法等

１ 気象観測の仕方 ○ ○観測器具を適切に操作している。【行動観察，

気象要素とその観測の方法を理解す 相互評価】

る。

２ 観測器具の自作【ものづくり】 ○ ○作った観測器具の原理や仕組みを説明してい

風向計や湿度計をつくり，観測器具 る。【ワークシートの記述】

の原理や仕組みを理解する。

３ 気象観測【継続的な観測】 ○ ◎ ○進んで気象観測を行おうとする。【行動観察】

身近な気象の変化を観測することで， ※ ◎観測器具を適切に操作し，結果を記録している。

興味・関心を高める。気象観測の技 【行動観察・観測記録の記述】
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能を身に付ける。 ※本時に気象観測の技能を一度評価しておき，

その後も，継続的な観測を行う。継続的な観

測も評価の対象とする。

４ 気温や湿度，気圧と天気との関係は ◎ ○ ○観測記録をグラフに表している。【行動観察・

どうなっているのだろうか ワークシートの記述】

観測記録や自記記録計のデータなど ◎観測結果などから，各気象要素間や気象要素の

から，各気象要素間や気象要素の変 変化と天気の変化の関係を書き表している。【ワ

化と天気の変化の間の規則性を見い ークシートの記述】

だす。

◎：指導に生かすとともに記録して総括に用いる評価

ただし，観測の技能について は18時間目まで指導を続け，18時間目で最終的な総括を行う）

○：主に指導に生かす評価

(２)第２次以降の展開

第２次では，第５～10時まで授業を行い，「窓ガラスに水滴のつく現象(第５時)」「水

蒸気量と気温の関係（第６時）」「霧や雲の発生（第７～９時）」「水の循環（第10時）」と

いう学習の流れで授業を展開した。第３次（第11～15時），第４次（第16～18時）は以下

のとおりである。

なお，第11～18時では，生徒の観測記録も利用している。この際に，生徒が測定してい

る様子を適宜観察して，第３，４時に記録した生徒の技能について改善が図られている場

合，「Ｃ→Ｂ」「Ｂ→Ａ」と修正していく。

評価の観点
次 時 学習内容

関 思 技 知
評価規準，評価方法等

11 ・気圧配置と風の吹き方 ◎ ◎気圧配置と風の吹き方の関係を理解し，知識を

第 12 身に付けている。（ペーパーテスト）

13 ・前線が通過するときの天気 ◎ ◎前線が通過するときの気温，風向，天気の変化

３ 14 の変化 などの規則性を見いだしている。（ワークシー

トの記述）

次 15 ・天気の変化を予測 ○ ◎ ○科学的な根拠に基づき，進んで天気の変化を予

測しようとしている。（行動観察））

◎天気図や気象衛星画像から，自分が住んでいる

地域の天気の変化を予測し考えをまとめている。

（ワークシートの記述）

第 16 ・日本の四季の特徴 ◎ ◎ ◎天気図や気象衛星画像，観測記録から，気圧配

４ 17 置と風の吹き方や天気の特徴との関係を見いだ

次 18 している。（ワークシートの記述）

４ 観点別評価の進め方
以下に，第３時，第４時の例を示す。

＜第３時＞

(１)本時の狙い

第１・２時で学習した観測器具を用いて，校庭などで，主な気象要素である気温，湿度，

気圧，風向，風力などの測定を行い，観測器具の基本的な扱い方や観測方法と，観測から

得られた気象データの記録の仕方を身に付けさせる。

(２)本時の評価

指導に生かすとともに記録して総括に用いる評価 【観察・実験の技能】
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観測器具を適切に操作し，結果を記録している。

(３)本時のポイント

本時以降に期間を分担し継続的に気象観測を行い，得られた観測記録を今後の学習に生

かすようにするため，行動観察を密に行うことで個に応じた指導を充実させ，観測器具の

基本的な扱い方や観測方法と，観測から得られた気象データの記録の仕方を一定程度身に

付けさせる。

(４)本時の展開（第１次 第３時）

学習場面 学習活動 教師の指導◇・評価◆

観 測 ・雲の様子などから，天気を観測する。 ◇個別に観測器具の基本的な扱い方や観測

・温度計，乾湿計から気温と湿度を読み取る。 方法，気象データの記録の仕方を指導する。

・気圧計から気圧を読み取る。 ◆観測器具を適切に操作し，結果を記録し

・風向計，風力計で風向，風力を測定する。 ている。【行動観察・観測記録の記述】

(５)評価例

この段階では，「観測器具を適切に操作し，結果を記録している」かどうかについての

み評価し，観測の技能を定着させた。

この観測記録を書き表した生徒の場合，雲量を正しく書き表せていない。また，気温及

び湿球温度を最小目盛りの10分の１まで読み取れていない。さらに，湿度が未記入のため，

乾球温度計と湿球温度計から湿度を求められない可能性がある。継続的な観測を行う際に

同様な状況にならないように，個別に雲量の表し方と気温・湿球温度の読み方，湿度の求

め方について指導し直した。

なお，第４時や第11～18時などで活用できる観測データを得るために，生徒全員が一定

期間を分担し，継続的に気象観測を行う際に，生徒が観測し記録している様子を必ず一度

は行動観察し，「自分で観測器具を適切に操作し，結果を的確に記録している」場合には「十分

満足できる」状況（Ａ）と判断し，「教師やほかの生徒の指導を受けつつ観測器具を適切に操作

し，結果を的確に記録している」場合には「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と判断した。

「観察・実験の技能」の観点から，生徒が観測している様子や観測記録を分析する主な

視点

○観測器具を適切に操作しているか

生徒が観測する場面が１日の中でも数回設定されており，さらに複数日にわたって観

測が継続されるため，生徒が観測している場面を行動観察し，評価することが望ましい。

○結果を的確に記録しているか

測定結果を正しく得るためにも，器具の正しい操作は重要であり，操作が適切かどう

雲量の表し方が不適切

目盛りの読み方が不適切湿度が未記入
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かを把握する。また，各観測器具が示す値を適切に読みとれるか，読み取った観測値を

的確に記録しているかという視点で評価する。

＜第４時＞

(１)本時の狙い

生徒が実際に観測した記録を基に考察させ，各気象要素間にも一定の関係があり，気象

要素の変化と天気の変化の間には規則性が読み取れることを見いださせる。

(２)本時の評価

主に指導に生かす評価 【観察・実験の技能】

観測記録をグラフに表している。

指導に生かすとともに記録して総括に用いる評価 【科学的な思考・表現】

観測結果などから，各気象要素間や気象要素の変化と天気の変化の関係を書き表して

いる。

(３)本時のポイント

本時は「観測結果をグラフに表す」という学習活動と「各気象要素間や気象要素の変化

と天気の変化の間の規則性を見いだす」という学習活動の二つの活動から成る。授業の前

半で行う「グラフの作成」が適切に行われないと，後半に行うグラフとして整理した観測

記録を分析して解釈し，自らの考えを表現する活動を適切に行えないため，行動観察を密

に行い，グラフを適切に描けるようにする。また，グラフを分析して解釈し，自らの考え

をまとめさせる際には，グラフを用いて具体的に根拠を示しつつ自らの考えをまとめるよ

うに指導する。

(４)本時の展開（第１次 第４時）

学習場面 学習活動 教師の指導◇・評価◆

導入(10) ・観測結果をグラフに表す。 ◇必要に応じて，自記記録計やアメダスなど

のデータも示す。

◆観測記録をグラフに表している。（行動観

察・ワークシートの記述）

展開(35) ・天気と気温の変化の関係について気付いたこと ◇小学校で学習した１日の気温変化の様子を

をワークシートにまとめ，発表する。 思い出させる。

・気温の変化と湿度の変化の関係について気付い ◆観測結果などから，各気象要素間や気象要

たことをワークシートにまとめ，発表する。 素の変化と天気の変化の関係を書き表して

・天気の変化と気圧の変化の関係について気付い いる。（ワークシートの記述）

たことをワークシートにまとめ，発表する。

まとめ(5) ・天気と気温の変化，気温の変化と湿度の変化， ◇気温と湿度，天気と気圧がどうしてこのよ

天気の変化と気圧の変化それぞれの関係をもう うになるのかを，これから学習することを

一度確認する。 知らせ，今後の学習への意欲をもたせる。

(５)評価例

①「観察・実験の技能」の評価例

ここでは，「観測記録をグラフに表している」かどうかについてのみ評価し，不十分

な場合に指導を行う。第 11 ～ 18 時での観測記録データのグラフ化などを参考にして単
元の最終的な総括としての評価を行う。
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・ワークシートの記述についての評価例

２年理科ワークシート

気温や湿度，気圧と天気との関係はどうなっているのだろうか
１．前回の観測や自記記録計の記録を基に，気温や気圧，湿度の変化グラフを書いて

みよう。

【気象データ】12月２日 晴れ

時刻(時) ０ ３ ６ ９ 12 15 18 21 24
気温(℃) 11.8 9.3 8.1 9.1 14.4 15.9 15.2 13.4 11.8
湿度(％) 60 69 70 64 43 45 52 62 62
気圧(hPa) 1019.0 1019.5 1020.2 1021.0 1018.1 1017.2 1017.8 1017.7 1016.6
【気象データ】12月３日 雨

時刻(時) ０ ３ ６ ９ 12 15 18 21 24
気温(℃) 11.8 10.7 9.6 9.0 9.0 10.0 10.8 11.1 11.3
湿度(％) 62 60 70 81 84 86 87 86 79
気圧(hPa) 1016.6 1014.4 1012.6 1011.2 1006.5 1002.6 1001.6 1001.2 1001.0

このグラフを書いた生徒の場合，縦軸・横軸が数字だけで「気温（℃）」「湿度（％）」

「気圧(hPa)」「時刻(時)」という軸の見出しと単位が書かれていない。また，３本のグ
ラフのどれが何を示しているのか分からなくなってしまっている。さらに測定値の点が

小さく，線を引いたらどこに点を打ったのか分からない。このため，次に結果を分析し

て解釈する段階で，グラフを正しく読み取れない恐れがある。この生徒には「何を調べ

たグラフか，読み取る人が分かるように書けるといいね」と声をかけ，グラフの書き方

を指導し直した。

「観察・実験の技能」の観点から，生徒の書いたグラフを分析する主な視点

○横軸と縦軸を適切に設定しているか

○横軸と縦軸に適切に目盛りを記入しているか

○観測データを基に正しく点を打っているか

○点と点の間を適切な線で結んでいるか

②「観察・実験の技能」が「科学的な思考・表現」に及ぼす影響

前述したワークシート(１の課題)で生徒が書いたグラフと，その日とは天気の異なる

縦軸・横軸とも数字だけで、見

出しと単位が書かれていない。

3本のどのグラフが何を示し
ているのかが分からない。

測定値の点が線でつぶれてしまっ

て、分からない。
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日のグラフを全体に提示し，その二つのグラフを見て，「晴れの日と雨の日で最高気温

と最低気温の差はどうなっているだろうか」「気温が高いときと低いときに，湿度はそ

れぞれどうなっているだろうか」などの課題についてワークシートに自分の考えを書か

せる。しかし，ここで生徒の測定の技能が不十分だとデータの誤差が大きくなり，正し

い考察ができない可能性も生じる。「観察・実験の技能」が身に付いていることが前提

で，本来の「科学的な思考・表現」ができるということを踏まえて指導していくことが

大切である。

以下に，この後の「科学的な思考・表現」の評価の例も参考に示す。

全体に提示した生徒がワークシートに書いたグラフの例

・ワークシートの記述についての評価例

２．グラフを見て気温や湿度と天気の関係を考えてみよう。

※グラフのどの部分から判断したのかも記録しておこう。

(１)晴れの日と雨の日で最高気温と最低気温の差はどうなっているだろうか。

○「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と判断される具体例

晴れの日，雨の日それぞれにおける最高気温と最低気温の差について指摘している。

(２)気温が高いときと低いときに，湿度はそれぞれどうなっているだろうか。

○「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と判断される具体例

気温が高いと湿度が低い，気温が低いと湿度が高いことを指摘している。

○「十分満足できる」状況（Ａ）と判断される具体例

根拠となるグラフの箇所を示し，気温が高いと湿度が低い，気温が低いと湿度が高

いことを指摘している。

※(１)についても根拠となるグラフの箇所を示し，適切な考えを表している場合を

「十分満足できる」状況（Ａ）と判断した。

- 84 -



理科（第１分野及び第２分野） 事例６ キーワード：

単元名 自然環境の保全と科学技術の利用 自然事象への関心・

第３学年「第１分野（７）科学技術と人間」 意欲・態度の評価

「第２分野（７）自然と人間」

「（７）ウ 自然環境の保全と科学技術の利用」は，第１分野「（７）科学技術と人間」

と第２分野「（７）自然と人間」の学習を受けて，第１分野の学習と第２分野での学習を

生かして総合的に扱う学習項目である。第２編の「科学技術と人間」「自然と人間」の評

価規準の設定例には，「自然事象への関心・意欲・態度」について「…科学的な根拠に基

づいて意思決定しようとする」とある。この事例では，このことについての評価の取組を

紹介する。

１ 単元の目標

第１分野と第２分野の学習を生かし，科学技術の発展と人間生活との関わり方，自然と

人間の関わり方について多面的，総合的に捉えさせ，自然環境の保全と科学技術の利用の

在り方について科学的に考察させ，持続可能な社会をつくっていくことが重要であること

を認識させる。

２ 単元の評価規準

自然事象への 自然事象についての

関心・意欲・態度
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

知識・理解

自然環境の保全と科学 自然環境の保全と科学 自然環境の保全と科 自然環境の保全と科

技術の利用に関する事 技術の利用に関する事 学技術の利用に関す 学技術の利用につい

物・現象に進んで関わ 物・現象の中に問題を る事物・現象につい て理解し，持続可能

り，それらを科学的に 見いだし，テーマを設 て調査を行い，結果 な社会をつくること

探究しようとするとと 定して調査を行い，自 の記録や整理，資料 の重要性を認識して

もに，科学的な根拠に 然環境の保全と科学技 の活用の仕方などを いる。

基づいて意思決定しよ 術の利用の在り方につ 身に付けている。

うとする。 いて，科学的な根拠に

基づいて考えを導いた

り判断したりして，表

現している。

３ 指導と評価の計画

「（７）ウ 自然環境の保全と科学技術の利用」は，第１分野「（７）科学技術と人間」，

第２分野「（７）自然と人間」のそれぞれで12時間ずつ授業を行った後，第13時～第18時の６時

間で授業を実施している（次ページの単元構想図を参照）。単元の評価規準に照らして，どの観

点をいつ評価するべきかを検討し，各学習活動の中で重要な観点に絞って学習状況を把握し，指

導と評価を効果的に行えるようにした。
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内 評価の観点
時
容 狙い

関 思 技 知
評 価 規 準 評価方法

自 エネルギー利用とその課題に エネルギー利用とその課 行動観察
13 然 ついてのテーマを設定し，進ん ○ 題について関心をもち，積 記述分析
環 で調べようとすることができ 極的に調べている。
境 る。

14 の エネルギー利用とその課題に エネルギー利用とその課 行動観察
～ 保 ついて考えることを通して，これか ○ 題について考え，エネルギー 記述分析
15 全 らのエネルギー資源の有効利用につ 資源の有効利用のため，私 発言分析
と いて具体的に考察することができ たちに何ができるかを具体
科 る。 的に考察している。

16 学 発表会を通して，持続可能な 自然環境の保全と科学技 記述分析
～ 技 社会をつくることの重要性を理 ○ 術の利用について調和を図 発言分析
17 術 解することができる。 ることの重要性を理解して
の いる。
利 今までの学習を総合的に生か 今までの学習を総合的に 記述分析

18 用 して，科学的な根拠に基づいて ◎ 生かして，科学的な根拠に 発言分析
意思決定しようとすることがで 基づいて意思決定しようと
きる。 している。

◎：指導に生かすとともに記録して総括に用いる評価 ○：主に指導に生かす評価

４ 観点別評価の進め方
本事例では「自然事象への関心・意欲・態度」の評価について，第 18 時の取組を中心

に示すが，本時に至るまでの授業の流れが重要であるため，単元構想について簡潔に説明
する。

（１）単元構想図
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（２）第１・２分野共通「(7) ウ 自然環境の保全と科学技術の利用」の指導過程

本事例で紹介するのは，「（１）単元構想図」の楕円で強調した，第13時から第18時で

ある。評価については，主として第18時を中心に紹介するが，第18時に至るまでの第13時

～第17時までの流れが第18時での評価に関わり重要であるので，以下に指導過程の概略を示す。

（ワークシートの例は，本事例６の最終ページ「５ 参考資料」を参照）

時 主 な 指 導 過 程

13 「サブテーマを選択する」【ワークシート中のa】

→「日本の今後のエネルギー利用の問題について，どうあるべきだと考えるか」とい

う共通テーマを提示した後，自然環境の保全と科学技術の利用に関する事柄をサ

ブテーマとして取り上げ，生徒に選択させる。サブテーマとして，次のような例

が考えられる。また，同じサブテーマを選択した生徒同士でグループを構成する。

・新エネルギーの利用と環境への影響 →グループＡ

・原子力の利用とその課題 →グループＢ

・バイオ燃料の利用とその課題 →グループＣ

・環境保全と資源の利用 →グループＤ

「選択したサブテーマについて調べる」【ワークシート中のb】

→自分が選択したサブテーマについて，インターネットや図書室，博物館などを活用

して調べさせる。

14 「選択したサブテーマの長所と短所をまとめる」【ワークシート中のc】

→サブテーマの長所や短所を整理させ，同時には成立しにくい事柄について科学的な

根拠に基づいて調べさせる。

15 「同じサブテーマを選択した仲間の考えを踏まえて自分の考えをまとめる」【ワーク

シート中のd】

→グループ内で，調べた内容を交流させる。複数の事例を記述したり，仲間の考えを

取り入れたりするなど，科学的な根拠に基づいて自分の考えをまとめさせる。

16 「自分と異なるサブテーマを選択した仲間の考えをメモする」【ワークシート中のe】

～ →各グループからの発表時間を20分間とし，前時までにまとめた自分の考えを順番に

17 発表させる。（発表時間は，４グループあるので２時間必要となるが，生徒の実態

に応じて弾力的に扱うとよい）

→発表を行うグループは，自分たちと異なるサブテーマを選択した仲間にも分かるよ

うに説明させる。また，発表を聞く時には，仲間の考えをメモさせる。

（３）第18時「今までの学習を振り返り，共通テーマについて自分の考えをまとめる」

【ワークシート中のｆ】

①本時の狙い

・今までの学習を総合的に生かして，持続可能な社会をつくることの重要性を認識し，

科学的な根拠に基づいて意思決定しようとすることができる。

②本時の評価

・「自然事象への関心・意欲・態度」をワークシートの記述や発言分析等により行う。
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【第18時の評価規準】「自然事象への関心・意欲・態度」

今までの学習を総合的に生かして，持続可能な社会をつくることの重要性を認識し，

科学的な根拠に基づいて意思決定しようとしている。

③本時のポイント

・今までの学習を総合的に生かし，第13時に設定した共通テーマについて，持続可能

な社会をつくることの重要性を認識し，科学的な根拠に基づいて意思決定させる場

面を設定する。

④第18時間の授業の流れ

学 習 活 動 教師の指導・留意点 ※評価方法

本時の学習課題を確認させる。 ・第１時の共通テーマに立ち返り，学習課題を

導 ＜学習課題＞ 確認させる。

入

日本の今後のエネルギー利用の問題について，どうあるべきだと考えるか。

【ワークシート中のｆ】に，今まで ・科学的な根拠に基づいて考えたり，持続可能

展 の学習を総合的に生かして，共通テ な社会をつくることの重要性を認識したり

開 ーマについての自分の考えや判断を することができるように机間指導する。

まとめさせる。 ※提出されたワークシートの記述分析

ま 共通テーマについての自分の考えや ・科学的な根拠に基づいて意思決定している発

と 判断を発表させる。 言を価値付ける。

め ※発言分析

⑤評価例

「おおむね満足できる」状況（Ｂ）の例

ここでは，「新エネルギーの利用と環境への影響」（グループＡ）のサブテーマを選

択した生徒のワークシートを紹介する。

僕は，「新エネルギーをもっと普及させること」と「化石燃料を少しでも残してい

くこと」が必要だと考える。その理由は，ア太陽光発電や風力発電，燃料電池などの

新エネルギーは，化石燃料と違って持続可能なエネルギ－なので枯渇することがない。

しかし，イ発電効率や天候の影響，コスト面などの課題もある。この課題の解決に向

けて，ウ国の助成や企業による安価な設備の開発，私たち消費者の化石燃料の省エネ

など，多くの人の努力によって，次世代へエネルギー資源と豊かな自然環境を受け渡

していきたい。
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下線部ア，イから「長所と短所の両面を踏まえた科学的な根拠」を，下線部ウから「自

分なりの解決方法や意思決定」を評価することができたため「おおむね満足できる」状

況（Ｂ）と判断した。

さらに，グループＢのサブテーマを選択したある生徒は，「グループＤの発表を聞い

て，食も地球温暖化という環境負荷に関わっていることに驚いた。（中略）環境負荷を

数値化したフードマイレージは，長所と短所を客観的に判断でき，説得力があるものだ

と思った。（中略）今後みんなが国産の物を買うようにすれば農業をする人が増え，食

料自給率も上がり，フードマイレージの削減につながると思った」と記述した。この生

徒は，グループＤのサブテーマの議論の内容を自らの考えに取り込み，より多面的，総

合的な根拠に基づいてまとめているため「十分に満足できる」状況（Ａ）と判断した。

「自然事象への関心・意欲・態度」の観点から，生徒の行動や記述を分析する主な視

点

○科学的な根拠に基づいて意思決定しようとしているか

科学的なデータや情報を補ったり，共通化したりする過程で，エネルギーの利用と

その課題について正しく判断し，意思決定しようとしていることを評価する。

○持続可能な社会をつくることの重要性を認識しているか

エネルギーの利用とその課題について地球的視野で考え，様々な問題を自らの問題

として捉え，持続可能な社会づくりの担い手となる意識や行動の重要性を認識できて

いることを評価する。
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５ 参考資料

【ワークシートの例】

共通テーマを提示する。

【第13時の指導】

＜ワークシート中のa,b＞

自分が選択したサブテーマにつ

いて調べさせる。

【第14時の指導】

＜ワークシート中のc＞

選択したサブテーマの長所と短

所を科学的な根拠に基づいて整

理させる。

【指導上の留意点】

本やインターネットからの引用

は，必ず出典を明示させる。

【第15時の指導】

＜ワークシート中のd＞

グループ内で調べた内容を交流

し，科学的な根拠に基づいて自

分の考えをまとめさせる。

【第16，17時の指導】

＜ワークシート中のe＞

各グループの発表を聞いて，自

分と異なるサブテーマを選択し

た仲間の考えをメモさせる。

【第18時の指導】

＜ワークシート中のf＞

今までの学習を総合的に生かし

て，持続可能な社会をつくるこ

との重要性を認識し，科学的な

根拠に基づいて意思決定させ

る。
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参 考 資 料

１ 評価規準，評価方法等の工夫改善に関する調査研究について（平成２２年４月１４日，
国立教育政策研究所長裁定）

２ 評価規準，評価方法等の工夫改善に関する調査研究協力者

３ 小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要
（ ）（ ）録の改善等について 平成２２年５月１１日付け文部科学省初等中等教育局長通知 抄
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評価規準，評価方法等の工夫改善に関する調査研究について

平成２２年４月１４日 国立教育政策研究所長裁定

平成２３年６月 １日 一 部 改 正

１ 趣 旨

学習評価については，中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会におい

て「児童生徒の学習評価の在り方について」（平成２２年３月２４日）の報告が

まとめられ，新しい学習指導要領に対応した，各教科等の評価の観点及び評価の

観点に関する考え方が示されたところである。

これを踏まえ，各小学校，中学校及び高等学校における児童生徒の学習の効果

的，効率的な評価に資するため，教科等（教科並びに小学校及び中学校の特別活

動）ごとに，評価規準，評価方法等の工夫改善に関する調査研究を行う。

２ 調査研究事項

（１）評価規準及び当該規準を用いた評価方法に関する参考資料の作成

（２）学校における学習評価に関する取組についての情報収集

（３）上記（１）及び（２）に関連する事項

３ 実施方法

調査研究に当たっては，教科ごとに教育委員会関係者，教員及び学識経験者等

を協力者として委嘱し，２の事項について調査研究を行う。

４ 庶 務

この調査研究に係る庶務は，教育課程研究センターにおいて処理する。

５ 実施期間

平成２２年５月１日～平成２５年３月３１日
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評価規準，評価方法等の工夫改善に関する調査研究協力者 中学校 理科（五十音順）
（職名は平成２２年５月末現在）

江崎 士郎 東京都世田谷区立尾山台中学校副校長
加藤 裕之 神奈川県小田原市立泉中学校総括教諭
木村 幸泰 愛知県刈谷市立刈谷南中学校教諭
熊野 善介 静岡大学教授兼静岡大学教育学部附属静岡中学校長
小林 俊行 静岡県静岡市立清水第四中学校教頭
清水 誠 埼玉大学教授兼埼玉大学教育学部附属小学校長
富山 雅之 東京都台東区立御徒町台東中学校主幹教諭
福岡 敏行 帝京平成大学教授
前川 哲也 お茶の水女子大学附属中学校教諭
宮内 卓也 東京学芸大学附属世田谷中学校教諭
山口 晃弘 東京都品川区立小中一貫校日野学園副校長
山田 貴之 岐阜県関市立旭ヶ丘中学校教諭

国立教育政策研究所及び文部科学省においては，次の関係官が担当した。

清原 洋一 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
田代 直幸 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
林 誠一 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
五島 政一 国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部総括研究官
小倉 康 前国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部総括研究官

このほか，本書編集の全般にわたり，国立教育政策研究所において以下の者が担当した。

神代 浩 国立教育政策研究所教育課程研究センター長 （平成２２年７月３０日から）
作花 文雄 前国立教育政策研究所教育課程研究センター長（平成２２年７月２９日まで）
宮内 健二 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部長

（平成２３年４月１日から）
梅澤 敦 前国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部長

（平成２３年３月３１日まで）
佐瀬 宣次 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官

（平成２３年４月１日から）
本田 史子 前国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官

（平成２３年３月３１日まで）
大内 克紀 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課長

（平成２３年４月１日から）
稲葉 敦 前国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課長

（平成２３年３月３１日まで）
大原 一仁 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課指導係長

（平成２３年４月１日から）
前国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課指導係専門職

（平成２３年３月３１日まで）
新堀 栄 前国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課指導係長

（平成２３年３月３１日まで）
岸本 良彦 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課指導係専門職

（平成２３年４月１日から）
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２ ２ 文 科 初 第 １ 号

平成２２年５月１１日

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会

各 都 道 府 県 知 事
殿

附 属 学 校 を 置 く 各 国 立 大 学 長

構造改革特別区域法第12条第1項の

認定を受けた地方公共団体の長

文部科学省初等中等教育局長

金 森 越 哉

（印影印刷）

小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の

学習評価及び指導要録の改善等について（通知）（抄）

このたび，中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会において，「児童生徒

の学習評価の在り方について（報告）」（平成２２年３月２４日）（以下「報告」と

いう。）がとりまとめられました。

「報告」においては，学習指導要領において示された基礎的・基本的な知識・技能，

それらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等及び主体的

に学習に取り組む態度の育成が確実に図られるよう，学習評価を通じて，学習指導の

在り方を見直すことや個に応じた指導の充実を図ること，学校における教育活動を組

織として改善すること等が重要とされています。また，保護者や児童生徒に対して，

学習評価に関する仕組み等について事前に説明したり，評価結果の説明を充実したり

するなどして学習評価に関する情報をより積極的に提供することも重要とされていま

す。

指導要録は，児童生徒の学籍並びに指導の過程及び結果の要約を記録し，その後の

指導及び外部に対する証明等に役立たせるための原簿となるものであり，各学校で学

習評価を計画的に進めていく上で重要な表簿です。

文部科学省においては，「報告」を受け，各学校における学習評価が円滑に行われ
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るとともに，各設置者による指導要録の様式の決定や各学校における指導要録の作成

の参考となるよう，学習評価を行うに当たっての配慮事項，指導要録に記載する事項

及び各学校における指導要録の作成に当たっての配慮事項等を別紙１～６のとおりと

りまとめました。

ついては，下記に示す学習評価を行うに当たっての配慮事項及び指導要録に記載す

る事項の見直しの要点並びに別紙について十分に御了知の上，各都道府県教育委員会

におかれては，所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し，各指定都市教育委員

会におかれては，所管の学校に対し，各都道府県知事及び構造改革特別区域法第１２

条第１項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては，所轄の学校及び学校法人等

に対し，国立大学長におかれては，その管下の学校に対して，「報告」の趣旨も踏ま

え，指導要録の様式が適切に設定され，新しい学習指導要領に対応した学習指導と学

習評価が行われるよう，これらの十分な周知及び必要な指導等をお願いします。

さらに，幼稚園，特別支援学校幼稚部，保育所及び認定こども園（以下，「幼稚園

等」という。）と小学校及び特別支援学校小学部との緊密な連携を図る観点から，幼

稚園等においてもこの通知の趣旨の理解が図られるようお願いします。

なお，平成１３年４月２７日付け１３文科初第１９３号「小学校児童指導要録，中

学校生徒指導要録，高等学校生徒指導要録，中等教育学校生徒指導要録並びに盲学校，

聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録，中学部生徒指導要録及び高等部生徒指導

要録の改善等について」及び平成２０年１２月２５日付け２０文科初第１０８１号

「小学校学習指導要領等に関する移行期間中における小学校児童指導要録等の取扱い

について」のうち，小学校及び特別支援学校小学部に関する部分は平成２３年３月３

１日をもって，中学校（中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。）及び特別支援

学校中学部に関する部分は平成２４年３月３１日をもって，高等学校（中等教育学校

の後期課程を含む。以下同じ。）及び特別支援学校高等部に関する部分は平成２５年

３月３１日をもって，それぞれ廃止します。

記

１ 学習評価の改善に関する基本的な考え方について

(1) 学習評価を通じて，学習指導の在り方を見直すことや個に応じた指導の充実を

図ること，学校における教育活動を組織として改善することが重要であること。

その上で，新しい学習指導要領の下における学習評価の改善を図っていくために

は以下の基本的な考え方に沿って学習評価を行うことが必要であること。

① きめの細かな指導の充実や児童生徒一人一人の学習の確実な定着を図るため，

学習指導要領に示す目標に照らしてその実現状況を評価する，目標に準拠した

評価を引き続き着実に実施すること。
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② 新しい学習指導要領の趣旨や改善事項等を学習評価において適切に反映する

こと。

③ 学校や設置者の創意工夫を一層生かすこと。

(2) 学習評価における観点については，新しい学習指導要領を踏まえ，「関心・意

欲・態度」，「思考・判断・表現」，「技能」及び「知識・理解」に整理し，各

教科等の特性に応じて観点を示している。設置者や学校においては，これに基づ

く適切な観点を設定する必要があること。

(3) 高等学校における学習評価については，引き続き観点別学習状況の評価を実施

し，きめの細かい学習指導と生徒一人一人の学習の確実な定着を図っていく必要

があること。

(4) 障害のある児童生徒に係る学習評価の考え方は，障害のない児童生徒に対する

学習評価の考え方と基本的に変わるものではないが，児童生徒の障害の状態等を

十分理解しつつ，様々な方法を用いて，一人一人の学習状況を一層丁寧に把握す

ることが必要であること。また，特別支援学校については，新しい学習指導要領

により個別の指導計画の作成が義務付けられたことを踏まえ，当該計画に基づい

て行われた学習の状況や学習の結果の評価を行うことが必要であること。

２ 効果的・効率的な学習評価の推進について

(1) 学校や設置者においては，学習評価の妥当性，信頼性等を高めるとともに，教

師の負担感の軽減を図るため，国等が示す評価に関する資料を参考にしつつ，評

価規準や評価方法の一層の共有や教師の力量の向上等を図り，組織的に学習評価

に取り組むことが重要であること。

(2) その際，学習評価に関する情報の適切な管理を図りつつ，情報通信技術の活用

により指導要録等に係る事務の改善を検討することも重要であること。なお，法

令に基づく文書である指導要録について，書面の作成，保存，送付を情報通信技

術を活用して行うことは，現行の制度上も可能であること。

(3) 今後，国においても，評価規準等の評価の参考となる資料を作成することとし

ているが，都道府県等においても，学習評価に関する研究を進め，学習評価に関

する参考となる資料を示すとともに，具体的な事例の収集・提示を行うことが重

要であること。

３ 小・中学校及び特別支援学校小・中学部の指導要録について

(1) 小学校及び特別支援学校小学部の外国語活動について，設置者において，学習

指導要領の目標及び具体的な活動等に沿って評価の観点を設定することとし，文

章の記述による評価を行うこと。

(2) 特別活動について，学習指導要領の目標及び特別活動の特質等に沿って，各学
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校において評価の観点を定めることができるようにすることとし，各活動・学校

行事ごとに評価すること。

４ 高等学校及び特別支援学校高等部の指導要録について

各教科・科目の評定については，観点別学習状況の評価を引き続き十分踏まえる

こと。

〔別紙１〕小学校及び特別支援学校小学部の指導要録に記載する事項等

〔別紙２〕中学校及び特別支援学校中学部の指導要録に記載する事項等

〔別紙３〕高等学校及び特別支援学校高等部の指導要録に記載する事項等

〔別紙４〕各学校における指導要録の保存，送付等に当たっての配慮事項

〔別紙５〕各教科等・各学年等の評価の観点等及びその趣旨（小学校及び特別支援学

校小学部並びに中学校及び特別支援学校中学部）

〔別紙６〕各教科の評価の観点及びその趣旨（高等学校及び特別支援学校高等部）

〔参考１〕

文部科学省ホームページ 中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会「児童

生徒の学習評価の在り方について（報告）」（平成２２年３月２４日）

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/gaiyou/1292163.htm

〔参考２〕

各設置者における指導要録の様式の設定に当たっての検討に資するため，別添とし

て指導要録の「参考様式」を示している。
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別紙２

中学校及び特別支援学校中学部の指導要録に記載する事項等

Ⅰ 学籍に関する記録

学籍に関する記録については，原則として学齢簿の記載に基づき，学年当

初及び異動の生じたときに記入する。

１ 生徒の氏名，性別，生年月日及び現住所

２ 保護者の氏名及び現住所

３ 入学前の経歴

中学校及び特別支援学校中学部（以下，「中学校等」という。）に入学す

るまでの教育関係の略歴（在籍していた小学校又は特別支援学校小学部の学

校名及び卒業時期等）を記入する。なお，外国において受けた教育の実情な

ども記入する。

４ 入学・編入学等

(1) 入学

生徒が第１学年に入学した年月日を記入する。

(2) 編入学等

第１学年の中途又は第２学年以上の学年に，在外教育施設や外国の学校

等から編入学した場合，又は就学義務の猶予・免除の事由の消滅により就

学義務が発生した場合について，その年月日，学年及び事由等を記入する。

５ 転入学

他の中学校等から転入学してきた生徒について，転入学年月日，転入学年，

前に在学していた学校名，所在地及び転入学の事由等を記入する。

６ 転学・退学等

他の中学校等に転学する場合には，転学先の学校が受け入れた日の前日に

当たる年月日，転学先の学校名，所在地，転入学年及びその事由等を記入す

る。また，学校を去った年月日についても併記する。

在外教育施設や外国の学校に入るために退学する場合又は学齢（満１５歳

に達した日の属する学年の終わり）を超過している生徒が退学する場合は，

校長が退学を認めた年月日及びその事由等を記入する。

なお，就学義務が猶予・免除される場合又は生徒の居所が１年以上不明で

ある場合は，在学しない者として取り扱い，在学しない者と認めた年月日及

びその事由等を記入する。

７ 卒業

校長が卒業を認定した年月日を記入する。

８ 進学先・就職先等

進学先の学校名及び所在地，就職先の事業所名及び所在地等を記入する。

９ 学校名及び所在地
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分校の場合は，本校名及び所在地を記入するとともに，分校名，所在地及

び在学した学年を併記する。

10 校長氏名印，学級担任者氏名印

各年度に，校長の氏名，学級担任者の氏名を記入し，それぞれ押印する。

（同一年度内に校長又は学級担任者が代わった場合には，その都度後任者の

氏名を併記する。）

なお，氏名の記入及び押印については，電子署名（電子署名及び認証業務

に関する法律（平成１２年法律第１０２号）第２条第１項に定義する「電子

署名」をいう。）を行うことで替えることも可能である。

Ⅱ 指導に関する記録

中学校における指導に関する記録については，以下に示す記載することが

適当な事項に留意しながら，各教科の学習の記録（観点別学習状況及び評

定），総合的な学習の時間の記録，特別活動の記録，行動の記録，総合所見

及び指導上参考となる諸事項並びに出欠の記録について学年ごとに作成する。

特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）中学部におけ

る指導に関する記録については，中学校における指導に関する記録に記載す

る事項に加えて，自立活動の記録について学年ごとに作成するほか，入学時

の障害の状態について作成する。

特別支援学校（知的障害）中学部における指導に関する記録については，

各教科の学習の記録，特別活動の記録，自立活動の記録，総合的な学習の時

間，行動の記録，総合所見及び指導上参考となる諸事項並びに出欠の記録に

ついて学年ごとに作成するほか，入学時の障害の状態について作成する。

特別支援学校中学部に在籍する生徒については，個別の指導計画を作成す

る必要があることから，指導に関する記録を作成するに当たって，個別の指

導計画における指導の目標，指導内容等を踏まえた記述となるよう留意する。

また，生徒の障害の状態等に即して，学校教育法施行規則第１３０条の規定

に基づき各教科の全部若しくは一部について合わせて授業を行った場合又は

各教科，道徳，特別活動及び自立活動の全部若しくは一部について合わせて

授業を行った場合並びに特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（平成２

１年文部科学省告示第３６号）第１章第２節第５の規定（重複障害者等に関

する教育課程の取扱い）を適用した場合にあっては，その教育課程や実際の

学習状況を考慮し，各教科等を合わせて記録できるようにするなど，必要に

応じて様式等を工夫して，その状況を適切に記入する。

特別支援学級に在籍する生徒の指導に関する記録については，必要がある

場合，特別支援学校中学部の指導要録に準じて作成する。

１ 各教科の学習の記録

中学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）中

学部における各教科の学習の記録については，観点別学習状況及び評定につ
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いて記入する。

特別支援学校（知的障害）中学部における各教科の学習の記録については，

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領に示す中学部の各教科の目標，内

容に照らし，具体的に定めた指導内容，実現状況等を文章で記述する。

(1) 観点別学習状況

中学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）

中学部における観点別学習状況については，中学校学習指導要領（平成

２０年文部科学省告示第２８号）及び特別支援学校小学部・中学部学習指

導要領（以下，「中学校学習指導要領等」という。）に示す各教科の目標

に照らして，その実現状況を観点ごとに評価し記入する。その際，「十分

満足できる」状況と判断されるものをＡ，「おおむね満足できる」状況と

判断されるものをＢ，「努力を要する」状況と判断されるものをＣのよう

に区別して評価を記入する。

中学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）

中学部における各教科の評価の観点について，設置者は，中学校学習指導

要領等を踏まえ，別紙５を参考に設定する。また，各学校において，観点

を追加して記入できるようにする。

選択教科を実施する場合は，各学校において観点を定め，記入する。

(2) 評定

中学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）

中学部における評定については，各学年における各教科の学習の状況につ

いて，中学校学習指導要領等に示す各教科の目標に照らして，その実現状

況を総括的に評価し記入する。

必修教科の評定は，中学校学習指導要領等に示す各教科の目標に照らし

て，その実現状況を「十分満足できるもののうち，特に程度が高い」状況

と判断されるものを５，「十分満足できる」状況と判断されるものを４，

「おおむね満足できる」状況と判断されるものを３，「努力を要する」状

況と判断されるものを２，「一層努力を要する」状況と判断されるものを

１のように区別して評価を記入する。

選択教科を実施する場合は，各学校が評定の段階を決定し記入する。

評定に当たっては，評定は各教科の学習の状況を総括的に評価するもの

であり，「(1) 観点別学習状況」において掲げられた観点は，分析的な評

価を行うものとして，各教科の評定を行う場合において基本的な要素とな

るものであることに十分留意する。その際，評定の適切な決定方法等につ

いては，各学校において定める。

２ 総合的な学習の時間の記録

中学校等における総合的な学習の時間の記録については，この時間に行っ

た学習活動及び各学校が自ら定めた評価の観点を記入した上で，それらの観

点のうち，生徒の学習状況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記入す



- 102 -

る等，生徒にどのような力が身に付いたかを文章で記述する。

評価の観点については，中学校学習指導要領等に示す総合的な学習の時間

の目標を踏まえ，各学校において具体的に定めた目標，内容に基づいて定め

る。その際，例えば，「よりよく問題を解決する資質や能力」，「学び方や

ものの考え方」，「主体的，創造的，協同的に取り組む態度」及び「自己の

生き方」等と学習指導要領に示す総合的な学習の時間の目標を踏まえて定め

たり，「学習方法に関すること」，「自分自身に関すること」及び「他者や

社会とのかかわりに関すること」等の視点に沿って各学校において育てよう

とする資質や能力等を踏まえて定めたりすることが考えられる。また，教科

との関連を明確にし，総合的な学習の時間の学習活動にかかわる「関心・意

欲・態度」，「思考・判断・表現」，「技能」及び「知識・理解」等と定め

ることも考えられる。

３ 特別活動の記録

中学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）中

学部における特別活動の記録については，各学校が自ら定めた特別活動全体

に係る評価の観点を記入した上で，各活動・学校行事ごとに，評価の観点に

照らして十分満足できる活動の状況にあると判断される場合に，○印を記入

する。

評価の観点については，中学校学習指導要領等に示す特別活動の目標を踏

集団や社まえ，各学校において別紙５を参考に定める。その際，例えば，「

思考・判断・実践」にかかわる観点について，学校として会の一員としての

重点化した内容を踏まえ，育てようとする資質や能力などに即し，より具体

的に定めることも考えられる。

特別支援学校（知的障害）中学部における特別活動の記録については，中

学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）中学部

における特別活動の記録に関する考え方を参考としながら文章で記述する。

４ 自立活動の記録

特別支援学校中学部における自立活動の記録については，個別の指導計画

を踏まえ，以下の事項等を記入する。

① 指導の目標，指導内容，指導の結果の概要に関すること

② 障害の状態等に変化が見られた場合，その状況に関すること

③ 障害の状態を把握するため又は自立活動の成果を評価するために検査を

行った場合，その検査結果に関すること

５ 行動の記録

中学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）中

学部における行動の記録については，各教科，道徳，総合的な学習の時間，

特別活動やその他学校生活全体にわたって認められる生徒の行動について，

設置者は，中学校学習指導要領等の総則及び道徳の目標や内容，内容の取扱

いで重点化を図ることとしている事項等を踏まえて示している別紙５を参考
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にして，項目を適切に設定する。また，各学校において，自らの教育目標に

沿って項目を追加できるようにする。

各学校における評価に当たっては，各項目の趣旨に照らして十分満足でき

る状況にあると判断される場合に，〇印を記入する。

特別支援学校（知的障害）中学部における行動の記録については，中学校

及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）中学部にお

ける行動の記録に関する考え方を参考にしながら文章で記述する。

６ 総合所見及び指導上参考となる諸事項

中学校等における総合所見及び指導上参考となる諸事項については，生徒

の成長の状況を総合的にとらえるため，以下の事項等を文章で記述する。

① 各教科や総合的な学習の時間の学習に関する所見

② 特別活動に関する事実及び所見

③ 行動に関する所見

④ 進路指導に関する事項

⑤ 生徒の特徴・特技，部活動，学校内外におけるボランティア活動など社

会奉仕体験活動，表彰を受けた行為や活動，学力について標準化された検

査の結果等指導上参考となる諸事項

⑥ 生徒の成長の状況にかかわる総合的な所見

記入に際しては，生徒の優れている点や長所，進歩の状況などを取り上げ

ることに留意する。ただし，生徒の努力を要する点などについても，その後

の指導において特に配慮を要するものがあれば記入する。

また，学級・学年など集団の中での相対的な位置付けに関する情報も，必

要に応じ，記入する。

さらに，通級による指導を受けている生徒については，通級による指導を

受けた学校名，通級による指導の授業時数，指導期間，指導の内容や結果等

を記入する。通級による指導の対象となっていない児童生徒で，教育上特別

な支援を必要とする場合については，必要に応じ，効果があったと考えられ

る指導方法や配慮事項を記入する。

特別支援学校中学部においては，交流及び共同学習を実施している生徒に

ついて，その相手先の学校名や学級名，実施期間，実施した内容や成果等を

記入する。

７ 入学時の障害の状態

特別支援学校中学部における入学時の障害の状態について，障害の種類及

び程度等を記入する。

８ 出欠の記録

以下の事項を記入する。

(1) 授業日数

生徒の属する学年について授業を実施した年間の総日数を記入する。学

校保健安全法第２０条の規定に基づき，臨時に，学校の全部又は学年の全
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部の休業を行うこととした日数は授業日数には含めない。

この授業日数は，原則として，同一学年のすべての生徒につき同日数と

することが適当である。ただし，転学又は退学等をした生徒については，

転学のため学校を去った日又は退学等をした日までの授業日数を記入し，

転入学又は編入学等をした生徒については，転入学又は編入学等をした日

以後の授業日数を記入する。

(2) 出席停止・忌引等の日数

以下の日数を合算して記入する。

① 学校教育法第３５条による出席停止日数，学校保健安全法第１９条に

よる出席停止日数及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律第１９条，第２０条，第２６条及び第４６条による入院の場合

の日数

② 学校保健安全法第２０条により，臨時に学年の中の一部の休業を行っ

た場合の日数

③ 忌引日数

④ 非常変災等生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席し

た場合などで，校長が出席しなくてもよいと認めた日数

⑤ その他教育上特に必要な場合で，校長が選抜のための学力検査の受検

出席しなくてもよいと認めた日数

(3) 出席しなければならない日数

授業日数から出席停止・忌引等の日数を差し引いた日数を記入する。

(4) 欠席日数

出席しなければならない日数のうち病気又はその他の事故で生徒が欠席

した日数を記入する。

(5) 出席日数

出席しなければならない日数から欠席日数を差し引いた日数を記入する。

なお，学校の教育活動の一環として生徒が運動や文化などにかかわる行

事等に参加したものと校長が認める場合には，指導要録の出欠の記録にお

いては出席扱いとすることができる。

また，平成１５年５月１６日付け１５文科初第２５５号「不登校への対

応の在り方について」や平成１７年７月６日付け１７文科初第４３７号

「不登校児童生徒が自宅においてＩＴ等を活用した学習活動を行った場合

の指導要録上の出欠の取扱い等について」に沿って，不登校の生徒が適応

指導教室等学校外の施設において相談・指導を受け，又は自宅においてＩ

Ｔ等を活用した学習活動を行ったとき，そのことが当該生徒の学校復帰の

ために適切であると校長が認める場合には，指導要録の出欠の記録におい

ては出席扱いとすることができる。この場合には，出席日数の内数として

出席扱いとした日数及び生徒が通所若しくは入所した学校外の施設名又は

自宅においてＩＴ等を活用した学習活動によることを記入する。
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(6) 備考

出席停止・忌引等の日数に関する特記事項，欠席理由の主なもの，遅刻，

早退等の状況その他の出欠に関する特記事項等を記入する。
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別紙４

各学校における指導要録の保存，送付等に当たっての配慮事項

１ 児童生徒が転学する場合は，学校教育法施行規則第２４条第２項に基づいて

進学元の校長等から送付を受けた指導要録の抄本又は写しを，同条第３項の規

定により転学先の校長へ送付することとされており，この場合において，進学

元（小学校にあっては，保育所及び認定こども園を含む。）から送付を受けた

指導要録の抄本又は写しについては，進学してきた児童生徒が在学する期間保

存すること。

２ 配偶者からの暴力の被害者と同居する児童生徒については，転学した児童生

徒の指導要録の記述を通じて転学先の学校名や所在地等の情報が配偶者（加害

者）に伝わることが懸念される場合がある。

このような特別の事情がある場合には，平成２１年７月１３日付け２１生参

学第７号「配偶者からの暴力の被害者の子どもの就学について」に沿って，配

偶者からの暴力の被害者と同居する児童生徒の転学先や居住地等の情報につい

ては，各地方公共団体の個人情報保護条例等に則り，配偶者暴力相談支援セン

ターや福祉部局等との連携を図りながら，厳重に管理すること。
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各教科等・各学年等の評価の観点等及びその趣旨

１．各教科の学習の記録

国 語

（１）評価の観点及びその趣旨

＜中学校 国語＞

観 国語への関心・意 話す・聞く能力 書く能力 読む能力 言語についての知

点 欲・態度 識・理解・技能

国語で伝え合う力 目的や場面に応じ 相手や目的，意図 目的や意図に応じ 伝統的な言語文化， ，

を進んで高めると 適切に話したり聞 に応じ，筋道を立 様々な文章を読ん に親しんだり，言

， ，趣 ともに，国語に対 いたり話し合った てて文章を書いて だり読書に親しん 葉の特徴やきまり

する認識を深め， りして，自分の考 自分の考えを豊か だりして，自分の 漢字などについて

旨 国語を尊重しよう えを豊かにしてい にしている。 考えを豊かにして 理解し使ったりす

とする。 る。 いる。 るとともに，文字

を正しく整えて速

く書いている。

（２）学年別の評価の観点の趣旨

＜中学校 国語＞

国語への関心・意 話す・聞く能力 書く能力 読む能力 言語についての知観点

欲・態度 識・理解・技能学年

国語で伝え合う力 目的や場面に応じ 目的や意図に応じ 目的や意図に応じ 伝統的な言語文化， ， ，

を進んで高めると 構成を工夫して話 構成を考え，自分 様々な本や文章な に触れたり，言葉

ともに，国語に対 したり，意図を考 の考えや気持ちを どを読み，内容や の特徴やきまり，

第 する認識を深め， えながら聞いたり 根拠を明確にして 要旨を的確にとら 漢字などについて，

１ 話したり聞いたり 話題や方向をとら 文章に書いている えて，自分のもの 理解し使ったりす。

学 書いたりして考え えて話し合ったり の見方や考え方を るとともに，文字

年 をまとめ，読書を している。 広くしている。 を楷書で書き，漢

通してものの見方 字の行書の基礎的

や考え方を広げよ な書き方を理解し

うとする。 て書いている。

国語で伝え合う力 目的や場面に応じ 目的や意図に応じ 目的や意図に応じ 伝統的な言語文化， ， ，

を進んで高めると 立場や考えの違い 構成を工夫し，伝 内容や表現の仕方 を楽しんだり，言

，ともに，国語に対 を踏まえて話した えたいことが効果 に注意して文章を 葉の特徴やきまり

第 する認識を深め， り，考えを比べな 的に伝わるように 読み，知識や体験 漢字などについて

２ 話したり聞いたり がら聞いたり，相 文章を書いている と関連付けて自分 理解し使ったりす。

学 書いたりして考え 手の立場を尊重し の考えをもってい るとともに，漢字

年 を広げ，読書を生 て話し合ったりし る。 の行書とそれに調

，活に役立てようと ている。 和した仮名を書き

する。 楷書又は行書を選

んで書いている。

国語で伝え合う力 目的や場面に応じ 目的や意図に応じ 目的や意図に応じ 伝統的な言語文化， ， ，

を進んで高めると 相手の様子に合わ 文章の形態を選択 文章の展開や表現 に親しんだり，言

，第 ともに，国語に対 せて話したり，表 し，論理の展開を の仕方などを評価 葉の特徴やきまり

３ する認識を深め， 現の工夫を評価し 工夫して説得力の しながら読み，人 漢字などについて

学 話したり聞いたり て聞いたり，課題 ある文章を書いて 間，社会，自然な 理解し使ったりす

年 書いたりして考え の解決に向けて話 いる。 どについて自分の るとともに，身の

を深め，読書を通 し合ったりしてい 意見をもっている 回りの文字に関心。

して自己を向上さ る。 をもち，効果的に

。せようとする。 文字を書いている

別紙５
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社 会

（１）評価の観点及びその趣旨

＜中学校 社会＞

観 社会的事象への関心・ 社会的な思考・判断・ 資料活用の技能 社会的事象についての

点 意欲・態度 表現 知識・理解

社会的事象に対する関 社会的事象から課題を 社会的事象に関する諸 社会的事象の意義や特

心を高め，それを意欲 見いだし，社会的事象 資料から有用な情報を 色，相互の関連を理解

趣 的に追究し，よりよい の意義や特色，相互の 適切に選択して，効果 し，その知識を身に付

社会を考え自覚をもっ 関連を多面的・多角的 的に活用している。 けている。

旨 て責任を果たそうとす に考察し，社会の変化

る。 を踏まえ公正に判断し

て，その過程や結果を

適切に表現している。

（２）分野別の評価の観点の趣旨

＜中学校 社会＞

社会的事象への関心・ 社会的な思考・判断・ 資料活用の技能 社会的事象についての観点

意欲・態度 表現 知識・理解分野

地理的事象に対する関 地理的事象から課題を 地図や統計，映像など 日本や世界の諸地域に

心を高め，それを意欲 見いだし，日本や世界 地域に関する様々な資 ついて，その地域構成

地 的に追究し，広い視野 の地域的特色を地域の 料を収集し，有用な情 や地域的特色，地域の

理 に立って我が国の国土 規模に応じて環境条件 報を適切に選択して， 課題などを理解し，そ

的 及び世界の諸地域の特 や人々の営みなどと関 読み取ったり図表など の知識を身に付けてい

分 色について認識を養お 連付けて多面的・多角 にまとめたりしている る。。

野 うとする。 的に考察し，公正に判

断して，その過程や結

果を適切に表現してい

る。

歴史的事象に対する関 歴史的事象から課題を 年表や歴史地図，映像 我が国の歴史の大きな

歴 心を高め，それを意欲 見いだし，我が国の歴 など歴史に関する様々 流れを，世界の歴史を

史 的に追究し，広い視野 史の大きな流れや各時 な資料を収集し，有用 背景に，各時代の特色

的 に立って我が国の伝統 代の特色などを多面的 な情報を適切に選択し を踏まえて理解し，そ

分 と文化について考え国 ・多角的に考察し，公 て，読み取ったり図表 の知識を身に付けてい

野 民としての自覚をもと 正に判断して，その過 などにまとめたりして る。

うとする。 程や結果を適切に表現 いる。

している。

現代の社会的事象に対 現代の社会的事象から 統計や新聞，映像など 現代社会についての見

する関心を高め，それ 課題を見いだし，社会 現代の社会的事象に関 方や考え方の基礎，現

公 を意欲的に追究し，広 的事象の意義や役割， する様々な資料を収集 代の社会生活及び政治

民 い視野に立ってよりよ 相互の関連などを多面 し，有用な情報を適切 や経済の基本的な考え

的 い社会を考え公民とし 的・多角的に考察し， に選択して，読み取っ 方，社会的事象の意義

分 ての自覚をもって責任 様々な考え方を踏まえ たり図表などにまとめ や役割，相互の関連な

野 を果たそうとする。 公正に判断して，その たりしている。 どを理解し，その知識

過程や結果を適切に表 を身に付けている。

現している。
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数 学

（１）評価の観点及びその趣旨

＜中学校 数学＞

観 数学への関心・意欲・ 数学的な見方や考え方 数学的な技能 数量や図形などについ

点 態度 ての知識・理解

数学的な事象に関心を 事象を数学的にとらえ 事象を数量や図形など 数量や図形などに関す

もつとともに，数学的 て論理的に考察し表現 で数学的に表現し処理 る基礎的な概念や原理

趣 活動の楽しさや数学の したり，その過程を振 する技能を身に付けて ・法則などについて理

よさを実感し，数学を り返って考えを深めた いる。 解し，知識を身に付け

旨 活用して考えたり判断 りするなど，数学的な ている。

したりしようとする。 見方や考え方を身に付

けている。

（２）学年別の評価の観点の趣旨

＜中学校 数学＞

数学への関心・意欲・ 数学的な見方や考え方 数学的な技能 数量や図形などについ観点

態度 ての知識・理解学年

様々な事象を数量や図 数量や図形などについ 正の数と負の数の四則 正の数と負の数，文字

形などでとらえたり， ての基礎的・基本的な 計算ができ，数量の関 を用いることの必要性

それらの性質や関係を 知識及び技能を活用し 係や法則を方程式など と意味，一元一次方程

第 見いだしたりするなど ながら，事象を見通し を用いて表現し処理し 式，平面図形について，

１ 数学的に考え表現する をもって論理的に考察 たり，基本的な図形の の性質や関係，空間に

，学 ことに関心をもち，意 し表現したり，その過 作図や図形の計量をし おける図形の位置関係

年 欲的に数学を問題の解 程を振り返って考えを たり，関数関係を的確 関数関係や比例・反比

決に活用して考えたり 深めたりするなど，数 に表現したり，資料を 例，ヒストグラムや代

判断したりしようとす 学的な見方や考え方を 整理したりするなど， 表値などを理解し，知

る。 身に付けている。 技能を身に付けている 識を身に付けている。。

様々な事象を数量や図 数量や図形などについ 文字を用いた四則計算 文字式のはたらき，連

形などでとらえたり， ての基礎的・基本的な ができ，数量の関係や 立二元一次方程式，平

それらの性質や関係を 知識及び技能を活用し 法則を方程式などを用 面図形の性質，図形の

第 見いだしたりするなど ながら，事象を数学的 いて表現し処理したり 証明の必要性と意味及， ，

２ 数学的に考え表現する な推論の方法を用いて 図形の性質について簡 びその方法，一次関数

学 ことに関心をもち，意 論理的に考察し表現し 潔に表現したり，関数 の特徴，確率の必要性

年 欲的に数学を問題の解 たり，その過程を振り 関係を的確に表現した と意味などを理解し，

。決に活用して考えたり 返って考えを深めたり り，確率を求めたりす 知識を身に付けている

判断したりしようとす するなど，数学的な見 るなど，技能を身に付

る。 方や考え方を身に付け けている。

ている。

様々な事象を数量や図 数量や図形などについ 平方根を含む式の計算 数の平方根の必要性と

形などでとらえたり， ての基礎的・基本的な ができ，数量の関係や 意味，式の変形の意味

それらの性質や関係を 知識及び技能を活用し 法則を方程式などを用 とはたらき，二次方程

見いだしたりするなど ながら，事象に潜む関 いて表現し処理したり 式，図形の相似の意味， ，

第 数学的に考え表現する 係や法則を見いだした 図形の性質について簡 や円周角と中心角の関

３ ことに関心をもち，意 り，数学的な推論の方 潔に表現したり，関数 係の意味，三平方の定
２学 欲的に数学を問題の解 法を用いて論理的に考 関係を的確に表現した 理の意味，関数 ＝y ax

年 決に活用して考えたり 察し表現したり，その り，標本を抽出したり の特徴，標本調査の必

判断したりしようとす 過程を振り返って考え するなど，技能を身に 要性と意味などを理解

る。 を深めたりするなど， 付けている。 し，知識を身に付けて

数学的な見方や考え方 いる。

を身に付けている。
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理 科

（１）評価の観点及びその趣旨

＜中学校 理科＞

観 自然事象への関心・意 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 自然事象についての知

点 欲・態度 識・理解

自然の事物・現象に進 自然の事物・現象の中 観察，実験を行い，基 自然の事物・現象につ

んでかかわり，それら に問題を見いだし，目 本操作を習得するとと いて，基本的な概念や

趣 を科学的に探究すると 的意識をもって観察， もに，それらの過程や 原理・法則を理解し，

。ともに，事象を人間生 実験などを行い，事象 結果を的確に記録，整 知識を身に付けている

旨 活とのかかわりでみよ や結果を分析して解釈 理し，自然の事物・現

うとする。 し，表現している。 象を科学的に探究する

技能の基礎を身に付け

ている。

（２）分野別の評価の観点の趣旨

＜中学校 理科＞

自然事象への関心・意 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 自然事象についての知観点

欲・態度 識・理解分野

物質やエネルギーに関 物質やエネルギーに関 物質やエネルギーに関 観察や実験などを通し

する事物・現象に進ん する事物・現象の中に する事物・現象につい て，物質やエネルギー

第 でかかわり，それらを 問題を見いだし，目的 ての観察，実験の基本 に関する事物・現象に

１ 科学的に探究するとと 意識をもって観察，実 操作を習得するととも ついての基本的な概念

，分 もに，事象を人間生活 験などを行い，事象や に，観察，実験の計画 や原理・法則を理解し

， 。野 とのかかわりでみよう 結果を分析して解釈し 的な実施，結果の記録 知識を身に付けている

とする。 表現している。 や整理など，事象を科

学的に探究する技能の

。基礎を身に付けている

生物とそれを取り巻く 生物とそれを取り巻く 生物とそれを取り巻く 観察や実験などを通し

自然の事物・現象に進 自然の事物・現象の中 自然の事物・現象に関 て，生物とそれを取り

第 んでかかわり，それら に問題を見いだし，目 する観察，実験の基本 巻く自然の事物・現象

２ を科学的に探究すると 的意識をもって観察， 操作を習得するととも に関する基本的な概念

， ， ，分 ともに 生命を尊重し 実験などを行い，事象 に，観察，実験の計画 や原理・法則を理解し

。野 自然環境の保全に寄与 や結果を分析して解釈 的な実施，結果の記録 知識を身に付けている

しようとする。 し，表現している。 や整理など，事象を科

学的に探究する技能の

。基礎を身に付けている
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音 楽

（１）評価の観点及びその趣旨

＜中学校 音楽＞

観 音楽への関心・意欲・ 音楽表現の創意工夫 音楽表現の技能 鑑賞の能力

点 態度

音楽に親しみ，音や音 音楽を形づくっている 創意工夫を生かした音 音楽を形づくっている

楽に対する関心をもち 要素を知覚し，それら 楽表現をするための技 要素を知覚し，それら，

趣 主体的に音楽表現や鑑 の働きが生み出す特質 能を身に付け，歌唱， の働きが生み出す特質

賞の学習に取り組もう や雰囲気を感受しなが 器楽，創作で表してい や雰囲気を感受しなが

旨 とする。 ら 音楽表現を工夫し る。 ら，解釈したり価値を， ，

どのように表すかにつ 考えたりして，よさや

いて思いや意図をもっ 美しさを味わって聴い

ている。 ている。

（２）学年別の評価の観点の趣旨

＜中学校 音楽＞

音楽への関心・意欲・ 音楽表現の創意工夫 音楽表現の技能 鑑賞の能力観点

態度学年

音楽活動の楽しさを体 音楽を形づくっている 創意工夫を生かした音 音楽を形づくっている

験することを通して， 要素を知覚し，それら 楽表現をするための技 要素を知覚し，それら

第 音や音楽に対する関心 の働きが生み出す特質 能を身に付け，歌唱， の働きが生み出す特質

１ をもち，主体的に音楽 や雰囲気を感受しなが 器楽，創作で表してい や雰囲気を感受しなが

学 表現や鑑賞の学習に取 ら 音楽表現を工夫し る。 ら，解釈したり価値を， ，

年 り組もうとする。 どのように表すかにつ 考えたりして，多様な

いて思いや意図をもっ 音楽のよさや美しさを

ている。 味わって聴いている。

第 音楽活動の楽しさを体 音楽を形づくっている 創意工夫を生かした音 音楽を形づくっている

２ 験することを通して， 要素を知覚し，それら 楽表現をするための技 要素を知覚し，それら

学 音や音楽に対する関心 の働きが生み出す特質 能を伸ばし，歌唱，器 の働きが生み出す特質

年 を高め，主体的に音楽 や雰囲気を感受しなが 楽 創作で表している や雰囲気を感受しなが， 。

及 表現や鑑賞の学習に取 ら，ふさわしい音楽表 ら，解釈したり価値を

び り組もうとする。 現を工夫し，どのよう 考えたりして，多様な

第 に表すかについて思い 音楽に対する理解を深

３ や意図をもっている。 め，味わって聴いてい

学 る。

年
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美 術

（１）評価の観点及びその趣旨

＜中学校 美術＞

観 美術への関心・意欲・ 発想や構想の能力 創造的な技能 鑑賞の能力

点 態度

美術の創造活動の喜び 感性や想像力を働かせ 感性や造形感覚などを 感性や想像力を働かせ

趣 を味わい，主体的に表 て豊かに発想し，よさ 働かせて，表現の技能 て，美術作品などから

現や鑑賞の学習に取り や美しさなどを考え心 を身に付け，意図に応 よさや美しさなどを感

旨 組もうとする。 豊かで創造的な表現の じて表現方法などを創 じ取り味わったり，美

構想を練っている。 意工夫し創造的に表し 術文化を理解したりし

ている。 ている。

（２）学年別の評価の観点の趣旨

＜中学校 美術＞

美術への関心・意欲・ 発想や構想の能力 創造的な技能 鑑賞の能力観点

態度学年

美術の創造活動の喜び 感性や想像力を働かせ 感性や造形感覚などを 感性や想像力を働かせ

を味わい，表現や鑑賞 て，感じ取ったことや 働かせて，形や色彩な て，造形的なよさや美

第 の能力を身に付けるた 考えたこと，目的や機 どの表し方を身に付け しさ，作者の心情や意，

１ めに，主体的に学習に 能などを基に豊かに発 意図に応じて材料や用 図と表現の工夫，生活

学 取り組もうとする。 想し，形や色彩の構成 具を生かしたり，制作 の中の美術の働きなど

年 などを工夫し，心豊か の順序などを考えたり を感じ取り見方を広げ

な表現の構想を練って し，創意工夫して表し たり，美術文化の特性

いる。 ている。 やよさに気付いたりし

ている。

第 美術の創造活動の喜び 感性や想像力を働かせ 感性や造形感覚などを 感性や想像力を働かせ

２ を味わい，表現や鑑賞 て 対象を深く見つめ 働かせて，材料や用具 て，造形的なよさや美， ，

学 の能力を高めるために 感じ取ったことや考え の特性を生かし，表現 しさ，作者の心情や意，

年 主体的に学習に取り組 たこと，目的や機能な 意図に合う新たな表現 図と創造的な表現の工

及 もうとする。 どを基に独創的で豊か 方法を工夫したり，制 夫などを感じ取り味わ

び な発想をし，形や色彩 作の順序などを総合的 ったり，生活を美しく

第 などの効果を生かし， に考えたりするなどし 豊かにする美術の働き，

３ 心豊かで創造的な表現 創意工夫して創造的に や美術文化などについ

学 の構想を練っている。 表している。 ての理解や見方を深め

年 たりしている。
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技術・家庭

（１）評価の観点及びその趣旨

＜中学校 技術・家庭＞

観 生活や技術への関心・ 生活を工夫し創造する 生活の技能 生活や技術についての

点 意欲・態度 能力 知識・理解

生活や技術について関 生活について見直し， 生活に必要な基礎的・ 生活や技術に関する基

趣 心をもち，生活を充実 課題を見付け，その解 基本的な技術を身に付 礎的・基本的な知識を

向上するために進んで 決を目指して自分なり けている。 身に付け，生活と技術

旨 実践しようとする。 に工夫し創造している とのかかわりについて。

理解している。

（２）分野別の評価の観点の趣旨

＜中学校 技術・家庭（技術分野）＞

生活や技術への関心・ 生活を工夫し創造する 生活の技能 生活や技術についての観点

意欲・態度 能力 知識・理解分野

材料と加工，エネルギ 材料と加工，エネルギ 材料と加工，エネルギ 材料と加工，エネルギ

ー変換，生物育成及び ー変換，生物育成及び ー変換，生物育成及び ー変換，生物育成及び

技 情報に関する技術につ 情報に関する技術の在 情報に関する技術を適 情報に関する技術につ

術 いて関心をもち，技術 り方や活用の仕方等に 切に活用するために必 いての基礎的・基本的

分 の在り方や活用の仕方 ついて課題を見付ける 要な基礎的・基本的な な知識を身に付け，技

野 等に関する課題の解決 とともに，その解決の 技術を身に付けている 術と社会や環境とのか。

のために，主体的に技 ために工夫し創造して かわりについて理解し，

術を評価し活用しよう 技術を評価し活用して ている。

とする。 いる。

＜中学校 技術・家庭（家庭分野）＞

生活や技術への関心・ 生活を工夫し創造する 生活の技能 生活や技術についての観点

意欲・態度 能力 知識・理解分野

衣食住や家族の生活な 衣食住や家族の生活な 生活の自立に必要な衣 家庭の基本的な機能に

家 どについて関心をもち どについて見直し，課 食住や家族の生活など ついて理解し，生活の，

庭 これからの生活を展望 題を見付け，その解決 に関する基礎的・基本 自立に必要な衣食住や

分 して家庭生活をよりよ を目指して家庭生活を 的な技術を身に付けて 家族の生活などに関す

野 くするために進んで実 よりよくするために工 いる。 る基礎的・基本的な知

践しようとする。 夫し創造している。 識を身に付けている。
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保健体育

（１）評価の観点及びその趣旨

＜中学校 保健体育＞

観 運動や健康・安全への 運動や健康・安全につ 運動の技能 運動や健康・安全につ

点 関心・意欲・態度 いての思考・判断 いての知識・理解

運動の楽しさや喜びを 生涯にわたって運動に 運動の合理的な実践を 運動の合理的な実践に

味わうことができるよ 親しむことを目指して, 通して，運動の特性に 関する具体的な事項及

う，運動の合理的な実 学習課題に応じた運動 応じた基本的な技能を び生涯にわたって運動

践に積極的に取り組も の取り組み方や健康の 身に付けている。 に親しむための理論に

趣 うとする。また，個人 保持及び体力を高める ついて理解している。

生活における健康・安 ための運動の組み合わ また，個人生活におけ

， ，旨 全について関心をもち せ方を工夫している。 る健康・安全について

意欲的に学習に取り組 また，個人生活におけ 課題の解決に役立つ基

もうとする。 る健康・安全について 礎的な事項を理解して，

課題の解決を目指して いる。

考え，判断し，それら

を表している。

（２）学年・分野別の評価の観点の趣旨

＜中学校 保健体育＞

運動や健康・安全への 運動や健康・安全につ 運動の技能 運動や健康・安全につ観点

関心・意欲・態度 いての思考・判断 いての知識・理解分野･学年

第 運動の楽しさや喜びを 運動を豊かに実践する 運動の合理的な実践を 各運動の特性や成り立

， ，１ 味わうことができるよ ための課題に応じた運 通して，勝敗を競った ち 技の名称や行い方

学 う，公正，協力，責任 動の取り組み方を工夫 り 攻防を展開したり 伝統的な考え方，各領， ，

年 などに対する意欲をも している。また，体力 表現したりするための 域に関連して高まる体

及 ち，健康・安全に留意 を高めるための運動の 各領域の運動の特性に 力，健康・安全の留意

び して，学習に積極的に 組み合わせ方を工夫し 応じた基本的な技能を 点についての具体的な

第 取り組もうとする。 ている。 身に付けている。 方法及び運動やスポー

２ ツの多様性，運動やス

体 学 ポーツが心身の発達に

育 年 与える効果についての

。分 考え方を理解している

野 運動の楽しさや喜びを 生涯にわたって運動を 運動の合理的な実践を 選択した運動の技の名

味わうことができるよ 豊かに実践するための 通して，運動の特性に 称や行い方，体力の高

， ， ， ， ， ， ，第 う 公正 協力 責任 自己の課題に応じた運 応じて勝敗を競ったり め方 運動観察の方法

３ 参画などに対する意欲 動の取り組み方を工夫 攻防を展開したり，表 スポーツを行う際の健

学 をもち，健康・安全を している。また，自己 現したりするための各 康･安全の確保の仕方

年 確保して，学習に自主 の状況に応じて体力を 領域の運動の特性に応 についての具体的な方

的に取り組もうとする 高めるための運動の計 じた段階的な技能を身 法及び文化としてのス。

画を工夫している。 に付けている。 ポーツの意義の考え方

を理解している。

心身の機能の発達と心 心身の機能の発達と心 心身の機能の発達と心

の健康，健康と環境， の健康，健康と環境， の健康，健康と環境，

保 傷害の防止，健康な生 傷害の防止，健康な生 傷害の防止，健康な生

健 活と疾病の予防につい 活と疾病の予防につい 活と疾病の予防につい

分 て関心をもち，意欲的 て，課題の解決を目指 て，課題の解決に役立

野 に学習に取り組もうと して科学的に考え，判 つ基礎的な事項を理解

する。 断し，それらを表して している。

いる。
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外国語

（１）評価の観点及びその趣旨

＜中学校 外国語＞

観 コミュニケーションへ 外国語表現の能力 外国語理解の能力 言語や文化についての

点 の関心・意欲・態度 知識・理解

，コミュニケーションに 外国語で話したり書い 外国語を聞いたり読ん 外国語の学習を通して

趣 関心をもち，積極的に たりして，自分の考え だりして，話し手や書 言語やその運用につい

言語活動を行い，コミ などを表現している。 き手の意向などを理解 ての知識を身に付けて

旨 ュニケーションを図ろ している。 いるとともに，その背

うとする。 景にある文化などを理

解している。

（２）学年別の評価の観点の趣旨

＜中学校 外国語＞

コミュニケーションへ 外国語表現の能力 外国語理解の能力 言語や文化についての観点

の関心・意欲・態度 知識・理解学年

，第 コミュニケーションに 外国語で話したり書い 外国語を聞いたり読ん 外国語の学習を通して

１ 関心をもち，積極的に たりして，自分の考え だりして，話し手や書 言語やその運用につい

学 言語活動を行い，コミ などを表現している。 き手の意向などを理解 ての知識を身に付けて

年 ュニケーションを図ろ している。 いるとともに，その背

うとする。 景にある文化などを理

第 解している。

２

学

年

及

び

第

３

学

年

、
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３．特別活動の記録

（１）評価の観点及びその趣旨

＜中学校 特別活動の記録＞

観 集団活動や生活への関心・意 集団や社会の一員としての思考 集団活動や生活についての知

点 欲・態度 ・判断・実践 識・理解

学級や学校の集団や自己の生 集団や社会の一員としての役割 集団活動の意義，よりよい生

趣 活に関心をもち，望ましい人 を自覚し，望ましい人間関係を 活を築くために集団として意

間関係を築きながら，積極的 築きながら，集団活動や自己の 見をまとめる話合い活動の仕

旨 に集団活動や自己の生活の充 生活の充実と向上について考 方，自己の健全な生活の在り

実と向上に取り組もうとする え，判断し，自己を生かして実 方などについて理解してい。

践している。 る。
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４．行動の記録

（１）評価項目及びその趣旨

＜中学校 行動の記録＞

項 目 学 年 趣 旨

基本的な生活習慣 第１学年，第２学年 自他の安全に努め，礼儀正しく節度を守り節制に心掛け調和

及び第３学年 のある生活をする。

健康・体力の向上 第１学年，第２学年 活力ある生活を送るための心身の健康の保持増進と体力の向

及び第３学年 上に努めている。

自主・自律 第１学年，第２学年 自分で考え，的確に判断し，自制心をもって自律的に行動す

及び第３学年 るとともに，より高い目標の実現に向けて計画を立て根気強

く努力する。

責任感 第１学年，第２学年 自分の役割を自覚して誠実にやり抜き，その結果に責任を負

及び第３学年 う。

創意工夫 第１学年，第２学年 探究的な態度をもち，進んで新しい考えや方法を見付け，自

及び第３学年 らの個性を生かした生活を工夫する。

思いやり・協力 第１学年，第２学年 だれに対しても思いやりと感謝の心をもち，自他を尊重し広

及び第３学年 い心で共に協力し，よりよく生きていこうとする。

生命尊重･自然愛護 第１学年，第２学年 自他の生命を尊重し，進んで自然を愛護する。

及び第３学年

勤労・奉仕 第１学年，第２学年 勤労の尊さや意義を理解して望ましい職業観をもち，進んで

及び第３学年 仕事や奉仕活動をする。

， ，公正・公平 第１学年，第２学年 正と不正を見極め 誘惑に負けることなく公正な態度がとれ

及び第３学年 差別や偏見をもつことなく公平に行動する。

公共心・公徳心 第１学年，第２学年 規則を尊重し，公徳を大切にするとともに，我が国の伝統と

及び第３学年 文化を大切にし，国際的視野に立って公共のために役に立つ

ことを進んで行う。
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中 学 校 生 徒 指 導 要 録（参考様式）

様式１（学籍に関する記録）

区分 学年 １ ２ ３

学 級

整理番号

学 籍 の 記 録

ふりがな

性 平成 年 月 日 第１学年 入 学

氏 名 別 入学・編入学等 第 学年編入学

生

生年月日 平成 年 月 日生

徒 平成 年 月 日 第 学年転入学

転 入 学

現住所

ふりがな （平成 年 月 日）

保 転学・退学等 平成 年 月 日

氏 名

護

者 現住所 卒 業 平成 年 月 日

進 学 先

入学前の経歴 就 職 先 等

学 校 名

及 び

所 在 地

(分校名･所在地等)

年 度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

区分 学年 １ ２ ３

校 長 氏 名 印

学 級 担 任 者

氏 名 印
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様式２（指導に関する記録)

生 徒 氏 名 学 校 名 区分 学年 １ ２ ３

学 級

整理番号

各 教 科 の 学 習 の 記 録

Ⅰ 観 点 別 学 習 状 況

教科 観 点 学 年 １ ２ ３ 教科 観 点 学 年 １ ２ ３

国語への関心・意欲・態度

国 話す・聞く能力

書く能力

読む能力

語 言語についての知識・理解・技能

社会的事象への関心・意欲・態度

社 社会的な思考・判断・表現

資料活用の技能

会 社会的事象についての知識・理解

Ⅱ 評 定

数学への関心・意欲・態度 学年 教科 国語 社会 数学 理科 音楽 美術

数 数学的な見方や考え方 １

数学的な技能 ２

学 数量や図形などについての知識・理解 ３

学年 教科 保健体育 外国語技術・家庭

自然事象への関心・意欲・態度 １

理 科学的な思考・表現 ２

観察・実験の技能 ３

総 合 的 な 学 習 の 時 間 の 記 録科 自然事象についての知識・理解

学年 学 習 活 動 観 点 評 価

音楽への関心・意欲・態度

音 音楽表現の創意工夫

音楽表現の技能

楽 鑑賞の能力 １

美術への関心・意欲・態度

美 発想や構想の能力

創造的な技能

術 鑑賞の能力

運動や健康・安全への関心・意欲・態度 ２

運動や健康・安全についての思考・判断

運動の技能

運動や健康・安全についての知識・理解

技 生活や技術への関心・意欲・態度

術 生活を工夫し創造する能力

・ 生活の技能 ３

家 生活や技術についての知識・理解

庭

コミュニケーションへの関心・意欲・態度

外 外国語表現の能力

特 別 活 動 の 記 録国 外国語理解の能力

語 言語や文化についての知識・理解 内 容 観 点 学 年 １ ２ ３

学級活動

生徒会活動

学校行事

保

健

体

育
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生 徒 氏 名

行 動 の 記 録

項 目 学 年 １ ２ ３ 項 目 学 年 １ ２ ３

基本的な生活習慣 思いやり・協力

健康・体力の向上 生命尊重･自然愛護

自主・自律 勤労・奉仕

責任感 公正・公平

創意工夫 公共心・公徳心

総 合 所 見 及 び 指 導 上 参 考 と な る 諸 事 項

第

１

学

年

第

２

学

年

第

３

学

年

出 欠 の 記 録

区分 授業日数 欠席日数 出席日数 備 考出席停止・ 出席しなければ

忌引等の日数 ならない日数学年

１

２

３
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