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第７章 芸術

第１ 教科目標，評価の観点及びその趣旨
１ 教科目標

芸術の幅広い活動を通して，生涯にわたり芸術を愛好する心情を育てるとともに，感性を高め，芸術
の諸能力を伸ばし，豊かな情操を養う。

２ 評価の観点及びその趣旨

関心・意欲・態度 芸術的な感受や 創造的な表現の技能 鑑賞の能力
表現の工夫

芸術を愛好し，芸術文 感性を働かせて芸術の 創造的な芸術表現をす 芸術を幅広く理解し，
化を尊重するとともに よさや美しさを感じ取 るために必要な技能を そのよさや美しさを深，
個性を生かして意欲的 り，創造的に表現を工 身に付けている。 く味わう。，
主体的に表現や鑑賞の 夫する。
活動を行い，その喜び
を味わおうとする。

第２ 各科目の評価の観点の趣旨

関心・意欲・態度 芸術的な感受や 創造的な表現の技能 鑑賞の能力
表現の工夫

音 音楽を愛好し，音や音 感性を働かせて，音楽 自己のイメージをもち 多様な音楽を理解し，，
楽 楽に関心をもち，意欲 の諸要素を知覚し，音 創造的な表現をするた そのよさや美しさを創
Ⅰ 的，主体的に音楽活動 楽のよさや美しさを感 めの技能を身に付けて 造的に味わう。
を行い，その喜びを味 じ取り，創造的な音楽 いる。
わおうとする。 活動の工夫をする。

音 音楽を愛好し，音楽文 感性を働かせて，音楽 自己のイメージをもち 音楽文化に対する理解，
楽 化に関心をもち，個性 の諸要素を知覚し，音 個性豊かに創造的な表 を深め，そのよさや美

。Ⅱ 豊かに意欲的，主体的 楽のよさや美しさを感 現をするための技能を しさを主体的に味わう
に音楽活動を行い，そ じ取り，個性豊かに創 身に付けている。
の喜びを味わおうとす 造的な音楽活動の工夫
る。 をする。

音 音楽を愛好し，音楽文 感性を働かせて，音楽 自己のイメージをもち 音楽文化に対する総合，
楽 化を尊重する態度を身 の諸要素を知覚し，音 個性豊かに充実した創 的な理解を深め，その
Ⅲ に付けるとともに，個 楽のよさや美しさを深 造的な表現をするため よさや美しさを個性豊
性豊かに意欲的，主体 く感じ取り，個性豊か の技能を身に付けてい かに味わう。
的に音楽活動を行い， に創造的な音楽活動の る。
その喜びを味わおうと 工夫をする。
する。

美 美術を愛好し，表現の 感性を働かせて美術の 創造的な表現をするた 作者の心情や意図と表
術 主題や形式などに幅広 よさや美しさを感じ取 めに材料・用具を生か 現の工夫，生活や自然
Ⅰ く関心をもち 意欲的 り，豊かに発想し創造 して表現する技能を身 と美術との関連，日本， ，
主体的に表現や鑑賞の 的に表現を工夫する。 に付けている。 の美術の歴史などを理
活動を行い，その喜び 解し，そのよさや美し
を味わおうとする。 さを創造的に味わう。

美 美術を愛好し，美術文 感性を働かせて美術の 個性豊かに創造的な表 心豊かな生き方の創造
術 化に関心をもち，個性 よさや美しさを感じ取 現をするために材料・ にかかわる美術の働き
Ⅱ 豊かに意欲的，主体的 り，個性豊かに発想し 技法を活用して表現す や美術文化などを理解
に表現や鑑賞の活動を 創造的に表現を工夫す る技能を身に付けてい し，そのよさや美しさ
行い，その喜びを味わ る。 る。 を個性豊かに味わう。
おうとする。



芸－2

美 美術を愛好し，美術文 感性を働かせて美術の 個性豊かに創造的な表 美術が国際間の理解や
術 化を尊重する態度を身 よさや美しさを感じ取 現をするために効果的 協調に果たす役割や文
Ⅲ に付けるとともに，個 り，美意識や個性を生 な表現方法を追究して 化遺産としての美術の
性豊かに意欲的，主体 かして豊かに発想し創 表現する技能を身に付 特色などを理解し，そ
的に表現や鑑賞の活動 造的に表現を工夫する けている。 のよさや美しさを個性。
を行い，その喜びを味 豊かに味わう。
わおうとする。

工 工芸を愛好し，生活と 感性を働かせて工芸の 創造的な表現をするた 作者の心情や意図と表
芸 美しさとのかかわりに よさや美しさを感じ取 めに材料や用具を活用 現の工夫，生活の中に
Ⅰ 関心をもち，意欲的， り，豊かに発想し創造 する技能を身に付けて 生かされている工芸，
主体的に表現や鑑賞の 的に表現を工夫する。 いる。 日本の工芸の歴史など
活動を行い，その喜び を理解し，そのよさや
を味わおうとする。 美しさを創造的に味わ

う。

工 工芸を愛好し，美術文 感性を働かせて工芸の 個性豊かに創造的な表 心豊かな生き方にかか
芸 化に関心をもち，個性 よさや美しさを感じ取 現をするために材料， わる工芸の働きや美術
Ⅱ 豊かに意欲的，主体的 り，個性豊かに発想し 用具，手順などを考え 文化などを理解し，そ
に表現や鑑賞の活動を 創造的に表現を工夫す て制作する技能を身に のよさや美しさを個性
行い，その喜びを味わ る。 付けている。 豊かに味わう。
おうとする。

工 工芸を愛好し，美術文 感性を働かせて工芸の 個性豊かに創造的な表 工芸が国際間の理解や
芸 化を尊重する態度を身 よさや美しさを感じ取 現をするために効果的 協調に果たす役割や文
Ⅲ に付けるとともに，個 り，美意識や個性を生 な表現方法を追究して 化遺産としての工芸の
性豊かに意欲的，主体 かして豊かに発想し創 制作する技能を身に付 特色などを理解し，そ
的に表現や鑑賞の活動 造的に表現を工夫する けている。 のよさや美しさを個性。
を行い，その喜びを味 豊かに味わう。
わおうとする。

書 書を愛好し，書の文化 感性を働かせて書のよ 創造的な表現をするた 日常生活における書の
道 に関心をもち 意欲的 さや美しさを感じ取り めに書写能力を高め， 効用や日本及び中国等， ， ，
Ⅰ 主体的に表現や鑑賞の 自らの意図に基づき構 用具・用材を生かして の書の文化などを理解
活動を行い，その喜び 想し，創造的に表現を 表現する技能を身に付 し，そのよさや美しさ
を味わおうとする。 工夫する。 けている。 を創造的に味わう。

書 書を愛好し，書の文化 感性を働かせて書のよ 個性豊かに創造的な表 書の美の諸要素を把握
道 や伝統について関心を さや美しさを感じ取り 現をするために，様々 し，書の現代的意義や，
Ⅱ もち，意欲的，主体的 感興や意図に応じて素 な形式に応じて表現す 日本及び中国等の書の
に表現や鑑賞の活動を 材を選定し，個性豊か る技能を身に付けてい 歴史・文化などを理解
行い，その喜びを味わ で創造的に表現を工夫 る。 し，そのよさや美しさ
おうとする。 する。 を個性豊かに味わう。

書 書を愛好し，書の文化 感性を働かせて書のよ 個性豊かに創造的な表 書の美の多様性と作品
道 や伝統を尊重するとと さや美しさを感じ取り 現をするために，素材 の特徴を把握し，日本，
Ⅲ もに，個性を生かして 個性を生かして豊かに を生かした効果的な表 及び中国等の書の伝統
意欲的，主体的に表現 発想し，創造的に表現 現の技能を身に付けて と諸文化との関連など
や鑑賞の活動を行い， を工夫する。 いる。 を理解し，そのよさや
その喜びを味わおうと 美しさを個性豊かに味
する。 わう。
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第３ 必履修科目における内容のまとまりごとの評価規準及びその具体例
Ⅰ Ⅰ音楽
１ 目標

音楽の幅広い活動を通して，音楽を愛好する心情を育てるとともに，感性を高め，創造的な表現と鑑
賞の能力を伸ばす。

２ 評価の観点の趣旨

関心・意欲・態度 芸術的な感受や 創造的な表現の技能 鑑賞の能力
表現の工夫

音楽を愛好し，音や音 感性を働かせて，音楽 自己のイメージをもち 多様な音楽を理解し，，
楽に関心をもち，意欲 の諸要素を知覚し，音 創造的な表現をするた そのよさや美しさを創
的，主体的に音楽活動 楽のよさや美しさを感 めの技能を身に付けて 造的に味わう。
を行い，その喜びを味 じ取り，創造的な音楽 いる。
わおうとする。 活動の工夫をする。

３ 学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準及びその具体例
音楽Ⅰにおいては，学習指導要領の内容の「Ａ表現（１）歌唱 「Ａ表現（２）器楽 「Ａ表現（３）」 」

創作」及び「Ｂ鑑賞」の四つを内容のまとまりとして，これらごとに評価規準を作成した。

(1) 「Ａ表現 （１）歌唱」
【学習指導要領の内容】

ア 曲種に応じた発声の工夫
イ 視唱力の伸長
ウ 歌詞及び曲想の把握と表現の工夫
エ 合唱における表現の工夫

【 Ａ表現 （１）歌唱」の評価規準】「

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 創造的な表現の技能

，曲種に応じた発声，視唱，歌詞 音楽の諸要素を知覚し，それら 楽曲から感じ取ったイメージを
及び曲想に関心をもち 意欲的 が生み出す曲想や美しさを感じ 創造的に歌唱表現するための技， ，
主体的に歌唱表現し，その喜び 取って，歌唱表現を工夫してい 能を身に付けている。
を味わおうとする。 る。

【 Ａ表現 （１）歌唱」の評価規準の具体例】「

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 創造的な表現の技能

「ア」 「ア」 「ア」
・時代や地域に基づく特徴や様 ・時代や地域に基づく特徴や様
式の違い，発声の多様性に関 式の違い，発声の多様性を感
心をもっている。 じ取って，表現を工夫してい ・楽曲（我が国の伝統音楽を含

る。 む）に対するイメージを表現
するための姿勢，呼吸法，共

・楽曲（我が国の伝統音楽を含 ・楽曲（我が国の伝統音楽を含 鳴法等の基本的な発声の技能
む）にふさわしい発声のイメ む）にふさわしい発声のイメ を身に付けている。
ージをもって意欲的に表現し ージをもって表現を工夫して
ている。 いる。

「イ」 「イ」 「イ」
・楽譜を見て，音程，リズム， ・楽譜を見て，音程，リズム， ・楽譜を見て，音程，リズム，
フレーズ等に関心をもち，主 フレーズ等を把握し，様々な フレーズ等を把握し，表現す
体的に表現している。 表現を工夫している。 る技能を身に付けている。
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「ウ」 「ウ」 「ウ」
・歌詞の内容に関心をもち，表 ・歌詞の内容を感じ取って，イ ・歌詞の内容をイメージして表

。 。現する喜びを味わおうとする メージをもって表現を工夫し 現する技能を身に付けている
ている。

・言葉のリズム，アクセント， ・言葉のリズム，アクセント， ・言葉のリズム，アクセント，
イントネーションなどと音楽 イントネーションなどと音楽 イントネーションなどを音楽
との結び付きに関心をもち， との結び付きを感じ取って， と結び付け，表現する技能を
主体的に表現している。 表現を工夫している。 身に付けている。

・言葉のもつ語感，それにふさ ・言葉のもつ語感を把握し，そ ・言葉のもつ語感を把握し，そ
わしい子音・母音の配分や濁 れにふさわしい子音・母音の れにふさわしい子音・母音や
音・鼻濁音の程度に関心をも 配分や濁音・鼻濁音の程度を 濁音・鼻濁音で，表現する技
ち，主体的に表現している。 感じ取って，表現を工夫して 能を身に付けている。

いる。

・楽曲の曲想に関心をもち，表 ・楽曲の曲想を感じ取って，表 ・楽曲の曲想を生かして表現す
現する喜びを味わおうとする 現を工夫している。 る技能を身に付けている。。

・曲種に応じた独特な表情や雰 ・曲種に応じた独特な表情や雰 ・曲種に応じた独特な表情や雰
囲気に関心をもち，表現する 囲気を感じ取って，表現を工 囲気を表現する技能を身に付
喜びを味わおうとする。 夫している。 けている。

「エ」 「エ」 「エ」
・パートの役割を意識し，協力
し合って主体的に合唱活動に
参加している。 ・一体感のある音色，旋律と和 ・一体感のある音色，旋律と和

，声とのかかわり合い，各声部 声とのかかわり合いに留意し
・一体感のある音色，旋律と和 の全体的な調和を感じ取って 各声部の全体的な調和のとれ，
声とのかかわり合い，各声部 表現を工夫している。 た表現をする技能を身に付け
の全体的な調和に関心をもち ている。，
表現する喜びを味わおうとす
る。

(2) 「Ａ表現 （２）器楽」
【学習指導要領の内容】

ア いろいろな楽器の体験と奏法の工夫
イ 視奏力の伸長
ウ 曲の構成及び曲想の把握と表現の工夫
エ 合奏における表現の工夫

【 Ａ表現 （２）器楽」の評価規準】「

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 創造的な表現の技能

，いろいろな楽器の特質や奏法， 音楽の諸要素を知覚し，それら 楽曲から感じ取ったイメージを
視奏，曲の構成及び曲想に関心 が生み出す曲想や美しさを感じ 創造的に器楽表現するための技
をもち，意欲的，主体的に器楽 取って，器楽表現を工夫してい 能を身に付けている。
表現し，その喜びを味わおうと る。
する。

【 Ａ表現 （２）器楽」の評価規準の具体例】「

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 創造的な表現の技能

「ア」 「ア」 「ア」
・いろいろな楽器（和楽器を含 ・いろいろな楽器（和楽器を含 ・いろいろな楽器（和楽器を含
む）の固有な表現方法に関心 む）の体験を通し，固有の表 む）の体験を通し，固有の表
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をもっている。 現方法を感じ取って，表現を 現方法で表現する技能を身に
工夫している。 付けている。

・楽器（和楽器を含む）の特徴 ・楽器（和楽器を含む）の特徴 ・楽器（和楽器を含む）の特徴
や奏法の違い，楽曲にふさわ や奏法の違い，楽曲にふさわ や奏法の違い，楽曲にふさわ
しい音高，美しい音色に関心 しい音高，美しい音色を感じ しい音高，美しい音色を表現
をもち，意欲的に表現してい 取って，効果的な表現を工夫 する技能を身に付けている。
る。 している。

・楽器（和楽器を含む）の奏法 ・楽器（和楽器を含む）の奏法 ・楽器（和楽器を含む）の奏法
に即した姿勢・呼吸法に関心 に即した姿勢・呼吸法を工夫 に即した姿勢・呼吸法を身に
をもち，主体的に表現してい している。 付けている。
る。

「イ」 「イ」 「イ」
・楽譜を見て，音高，リズム， ・楽譜を見て，音高，リズム， ・楽譜を見て，音高，リズム，
フレーズ等に関心をもち，主 フレーズ等を把握し，様々な フレーズ等を把握し，表現す
体的に表現している。 表現を工夫している。 る技能を身に付けている。

「ウ」 「ウ」 「ウ」
・楽曲の部分や全体の構成上の ・楽曲の部分や全体の構成上の ・楽曲の部分や全体の構成上の
特徴，楽譜に示された記号や 特徴，楽譜に示された記号や 特徴，楽譜に示された記号や
標語の意味等に関心をもち， 標語の意味等を把握し，それ 標語の意味等を把握し，それ
主体的に表現している。 らが生み出す曲想や美しさを らが生み出す曲想や美しさを

感じ取って，表現を工夫して 生かして表現する技能を身に
いる。 付けている。

， ， ，・様々な音楽における表現法や ・様々な音楽における表現法や ・様々な音楽における表現法や
それらが生み出す曲想や美し それらが生み出す曲想や美し それらが生み出す曲想や美し
さに関心をもち，表現する喜 さを感じ取って，楽曲にふさ さを生かし，楽曲にふさわし
びを味わおうとする。 わしい表現を工夫している。 い表現をする技能を身に付け

ている。

「エ」 「エ」 「エ」
・パートの役割を意識し，協力
し合って主体的に合奏活動に
参加している。 ・声部の融合と均衡や全体とし ・声部の融合と均衡を図り，全

ての調和を感じ取って，表現 体として調和のとれた表現を
・声部の融合と均衡や全体とし を工夫している。 する技能を身に付けている。
ての調和に関心をもち，表現
する喜びを味わおうとする。

(3) 「Ａ表現 （３）創作」
【学習指導要領の内容】

ア いろいろな音階による旋律の創作
イ 旋律に対する和音の工夫
ウ 音楽の組み立て方の把握
エ いろいろな音素材を生かした即興的表現

【 Ａ表現 （３）創作」の評価規準】「

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 創造的な表現の技能

音階や和音 音楽の組み立て方 音楽の諸要素を知覚し，それら 自己のイメージをもち，創作や， ，
音素材に関心をもち，意欲的， が生み出す表情の変化を感じ取 即興的表現をするための技能を
主体的に創作や即興的表現をし って，創作や即興的表現を工夫 身に付けている。，
その喜びを味わおうとする。 している。
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【 Ａ表現 （３）創作」の評価規準の具体例】「

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 創造的な表現の技能

「ア」 「ア」 「ア」
・いろいろな音階固有の特徴に ・いろいろな音階固有の特徴を ・いろいろな音階固有の特徴を
関心をもち，創作する喜びを 感じ取って，それを生かして 生かして創作する技能を身に
味わおうとする。 創作を工夫している。 付けている。

「イ」 「イ」 「イ」
・同じ旋律でも和音を変えるこ ・同じ旋律でも和音を変えるこ ・旋律にいろいろな和音を付け
とにより表情の変化が生まれ とにより表情の変化が生まれ て表情の変化を生み出す技能
ることに関心をもち，主体的 ることを感じ取って，和音付 を身に付けている。
に和音付けをしている。 けを工夫している。

「ウ」 「ウ」 「ウ」
・楽曲の構成の方法や形式に関 ・楽曲の構成の方法や形式を感 ・楽曲の構成の方法や形式を把
心をもっている。 じ取って，創作を工夫してい 握し，創作における構成力を

る。 身に付けている。

「エ」 「エ」 「エ」
・人の声や楽器の音，自然音や ・人の声や楽器の音，自然音や ・人の声や楽器の音，自然音や
環境音，人工音などの音素材 環境音，人工音などの音素材 環境音，人工音などの音素材
の特徴に関心をもち，即興的 の特徴を感じ取って，それら の特徴を活用して即興的表現

。表現をする喜びを味わおうと を活用して即興的表現を工夫 をする技能を身に付けている
する。 している。

(4) 「Ｂ鑑賞」
【学習指導要領の内容】

ア 声や楽器の特性と表現上の効果
イ 楽曲の歴史的背景
ウ 我が国の伝統音楽の種類と特徴
エ 世界の諸民族の音楽の種類と特徴

【 Ｂ鑑賞」の評価規準】「

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 鑑賞の能力

， ，声や楽器の特性と表現上の効果 声や楽器の特性と表現上の効果 声や楽器の特性と表現上の効果
楽曲の歴史的背景，我が国の伝 を知覚し，それらが生み出す曲 楽曲の歴史的背景，我が国の伝
統音楽や世界の諸民族の音楽の 想や美しさ，我が国の伝統音楽 統音楽や世界の諸民族の音楽の
種類と特徴に関心をもち，意欲 や世界の諸民族の音楽の種類と 種類と特徴を理解して，楽曲を
的，主体的に鑑賞し，その喜び 特徴を感じ取っている。 聴き取り，そのよさや美しさを
を味わおうとする。 味わっている。

【 Ｂ鑑賞」の評価規準の具体例】「

芸術への関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 鑑賞の能力

「ア」 「ア」 「ア」
・声を用いた様々な音楽におけ ・声を用いた様々な音楽における ・声を用いた様々な音楽におけ
る固有の発音法・発声法・歌 固有の発音法・発声法・歌唱法 る固有の発音法・発声法・歌
唱法などに関心をもち，主体 などの特徴を知覚し，それらの 唱法などの特徴を理解し，楽
的に聴いている。 相違を感じ取っている。 曲を聴き取っている。

・様々な楽器における材質，形
態，発音の機構，奏法による
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・様々な楽器における材質，形 ・様々な楽器における材質 形態 音色や音域の特徴を理解し，， ，
態，発音の機構，奏法に関心 発音の機構，奏法による音色や 楽曲を聴き取っている。
をもち 主体的に聴いている 音域の相違を知覚し，それらの， 。

相違を感じ取っている。 ・楽器の響きはその音楽の時代
様式や楽器を用いる民族固有
の美意識のもとに洗練されて
きたことを理解して楽曲を聴
き取り，そのよさや美しさを
味わっている。

・楽曲の中で相互に関連し合う ・声や楽器の響きを知覚し，楽曲 ・声や楽器の響きが楽曲の中で
声や楽器の響きに関心をもち の中で相互に関連し合い音楽の 相互に関連し合い音楽の美し，
鑑賞する喜びを味わおうとす 美しさを生み出していることを さを生み出していることを理
る。 感じ取っている。 解して楽曲を聴き取り，その

。よさや美しさを味わっている

「イ」 「イ」 「イ」
・楽曲を成立させた時代の文化･ ・楽曲を成立させた時代の文化･ ・楽曲を成立させた時代の文化･
社会などの状況による様式の 社会などの状況による様式の特 社会などの状況を理解し，楽
特徴に関心をもち，意欲的に 徴を感じ取っている。 曲を聴き取っている。
聴いている。

， ，・楽曲における作曲者の人間像 ・楽曲における作曲者の人間像， ・楽曲における作曲者の人間像
芸術家像，諸作品の中の位置 芸術家像，諸作品の中の位置な 芸術家像，諸作品の中の位置
などによる様式の特徴に関心 どによる様式の特徴を感じ取っ などを理解し，楽曲を聴き取
をもち 意欲的に聴いている ている。 っている。， 。

「ウ」 「ウ」 「ウ」
・我が国の伝統音楽（郷土の伝

） ，統音楽を含む における構造
発声法・歌唱法，楽器及びそ

・我が国の伝統音楽（郷土の伝 ・我が国の伝統音楽（郷土の伝統 の奏法，記譜法，唱歌や調弦
統音楽を含む における構造 を含む における構造を知覚し 法などを理解し，楽曲を聴き） ， ） ，
発声法・歌唱法，楽器及びそ 発声法・歌唱法，楽器及びその 取っている。
の奏法，唱歌や調弦法などに 奏法，唱歌や調弦法などの違い
関心をもち，主体的に聴いて による音楽の特徴を感じ取って ・我が国の伝統音楽（郷土の伝
いる。 いる。 統音楽を含む）が，演奏され

る場，自然や風土，美意識な
どに根ざしていることや，他
の分野とかかわっていること
を理解して楽曲を聴き取り，
そのよさや美しさを味わって
いる。

・箏曲，三味線音楽（歌い物 ， ・箏曲，三味線音楽（歌い物 ， ・箏曲，三味線音楽（歌い物 ，） ） ）
尺八音楽などに関心をもち， 尺八音楽などの特徴を感じ取っ 尺八音楽などの音楽を理解し
鑑賞する喜びを味わおうとす ている。 て楽曲を聴き取り，そのよさ
る。 や美しさを味わっている。

「エ」 「エ」 「エ」
，・世界の諸民族の音楽における

構造，発声法や歌唱法，楽器
・世界の諸民族の音楽における ・世界の諸民族の音楽における構 の構造や奏法，音色などを理，

， 。構造，発声法や歌唱法，楽器 造を知覚し，発声法や歌唱法， 解し 楽曲を聴き取っている
の構造や奏法，音色などによ 楽器の構造や奏法，音色などに
る音楽の特徴に関心をもち， よる音楽の特徴を感じ取ってい
主体的に聴いている。 る。 ・世界の諸民族の音楽が，自然

や風土，言語，宗教，生活習
，慣などに根ざしていることや

他の分野とかかわっているこ
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，とを理解して楽曲を聴き取り
そのよさや美しさを味わって
いる。

・アジアの諸民族の音楽の特徴 ・アジアの諸民族の音楽の特徴を ・アジアの諸民族の音楽を理解
に関心をもち，鑑賞する喜び 感じ取っている。 して楽曲を聴き取り，そのよ
を味わおうとする。 さや美しさを味わっている。
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Ⅱ Ⅰ美術
１ 目標

美術の幅広い創造活動を通して，美的体験を豊かにし美術を愛好する心情を育てるとともに，感性を
高め，創造的な表現と鑑賞の能力を伸ばす。

２ 評価の観点及び趣旨

関心・意欲・態度 芸術的な感受や 創造的な表現の技能 鑑賞の能力
表現の工夫

美術を愛好し，表現の 感性を働かせて美術の 創造的な表現をするた 作者の心情や意図と表
主題や形式などに幅広 よさや美しさを感じ取 めに材料・用具を生か 現の工夫，生活や自然
く関心をもち 意欲的 り，豊かに発想し創造 して表現する技能を身 と美術との関連，日本， ，
主体的に表現や鑑賞の 的に表現を工夫する。 に付けている。 の美術の歴史などを理
活動を行い，その喜び 解し，そのよさや美し
を味わおうとする。 さを創造的に味わう。

３ 学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準及びその具体例
美術Ⅰにおいては，学習指導要領の内容の「Ａ表現（１）絵画・彫刻 「Ａ表現（２）デザイン 「Ａ」 」

表現（３）映像メディア表現」及び「Ｂ鑑賞」の四つを内容のまとまりとして，これらごとに評価規準
を作成した。

(1) 「Ａ表現 （１）絵画・彫刻」
【学習指導要領の内容】

ア 感じ取ったこと，自己の考え，夢や想像などを基にした主題の生成
イ 表現形式の選択と創造的な表現の構想
ウ デッサン，色彩，構成，材料や用具の生かし方などの技能
エ 意図に応じた多様な表現方法の工夫

【 Ａ表現（１）絵画・彫刻」の評価規準】「

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 創造的な表現の技能

絵画や彫刻の多様な表現方法に 感性を働かせて対象のよさや美 表現形式を選択し，デッサンや
関心をもち，自己の考えや夢， しさ，自己の心的世界などをと 色彩の表し方を工夫し，構成を
感動などを基に表現を構想し， らえ，主題を生成し，表現形式 考え，材料や用具を効果的に活
技能を生かすなど，意欲的，主 や方法，造形要素，材料や用具 用するなど，主題の意図を生か
体的に表現に取り組み，その喜 などについての体験的理解を基 して創造的に表現する。
びを味わおうとする。 に，自己の表現意図に合った方

法を創意工夫し，創造的に表現
を構想する。

【 Ａ表現（１）絵画・彫刻」の評価規準の具体例】「

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 創造的な表現の技能

・美に対する感動や情感，自己 ・対象をよく観察し，感じ取っ ・意図に応じて表現形式を選択
の考えや夢を基に，主体的に たよさや美しさや情感を基に する。
表現しようとする。 発想をする。

・形や色彩によって生まれる感
・表現したい主題を自ら生成す ・想像を働かせてイメージを湧 情や美しさなど表現効果を考
るために，自らの内面に働き 出させ，主題を生成する。 えた構成を試みる。
かけている。

・多様な表現形式の特質を理解 ・スケッチやデッサンを繰り返
・表現の主題を深めるために， し，創造的な表現の構想に生 し行い，対象の特徴をつかむ
表現の過程でも試行錯誤によ かす。 力を身に付ける。
ってさらに練り高めようとす
る。 ・色彩と形体 面や質感 量感 ・絵画や彫刻における材料の特， ， ，
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空間，均衡や動勢などの造形 性や用具の使い方などを理解
・表現意図に応じて，新しい材 要素を理解し，表現の構想を し，効果的に活用する。
料や用具の発見，活用に積極 練る。
的につとめている ・材料や用具を安全に扱い管理

・表現の幅を広げ，自己の意図 する。
に合った表現方法を創意工夫
する。 ・表現方法の特性による表現効

果の違いに気付き，意図に応
じて創造的に活用する。

(2) 「Ａ表現 （２）デザイン」
【学習指導要領の内容】

ア 機能と美しさや楽しさを考えた主題の生成
イ 造形要素の理解と創造的な表現の構想
ウ 表現形式の選択，色彩，材料や用具の生かし方などの技能
エ 意図に応じた多様な表現方法の工夫

【 Ａ表現（２）デザイン」の評価規準】「

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 創造的な表現の技能

デザインの多様な表現方法に関 感性を働かせてデザインが日常 表現形式や技法を主体的に選択
心をもち，感性や美的感覚を生 生活に潤いを与えていることを し，色彩，材料や用具の生かし
かして，生活を楽しくするもの 感じ取り，機能と美しさや楽し 方などの技能を働かせ，意図を
や美しく彩るものを考え，意欲 さを考えて主題を生成し，表現 生かして創造的に表現する。
的，主体的に表現に取り組み， 形式や方法，造形要素の働きな
その喜びを味わおうとする。 どを理解し，それらを効果的に

生かして創造的に表現を構想す
る。

【 Ａ表現（２）デザイン」の評価規準の具体例】「

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 創造的な表現の技能

・願望や夢を基に発想・構想 ・心豊かに生活する上でデザイ ・材料や用具の創造的な生かし
し，自分らしさを生かそうと ンが果たしている役割につい 方などを工夫する。
する。 て理解し，用途や美しさを考

慮して表現を構想する。 ・色彩や形体の機能を考え，意
・用途や美しさを考え，生活環 図に応じた制作の方法を工夫
境をよりよく心豊かなものに ・生活の中から課題を発見し， する。
しようとする。 社会へのメッセージとして主

題を生成し，創造的な表現に ・自分がデザインしたものの完
・環境と造形のかかわりを理解 生かす工夫をする。 成予想図などを描いたり，材
しようとする。 料を組み立てたりする技能を

・自然や物をよく観察し，美的 身に付ける。
・色彩や形体が身近な環境で果 秩序や構成要素を感じ取り，
たす役割を理解しようとす 表現に生かす工夫をする。 ・情報が総合的に分かりやすく
る。 的確に相手に伝わるように，

・デザインのもつ情報伝達性を 表現する。
理解し，創造的な表現に生か
す工夫をする。

(3) 「Ａ表現 （３）映像メディア表現」
【学習指導要領の内容】
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ア 映像メディアの特質を生かした心豊かな主題の生成
イ 視覚的な伝達効果を考えた表現の構想
ウ 色光，機材等の基本的な使い方と活用
エ 意図に応じた表現方法や編集の工夫

【 Ａ表現（３）映像メディア表現」の評価規準】「

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 創造的な表現の技能

映像メディア表現の多様な表現 感性や想像力を働かせて自然や 映像メディア機材の基本的な使
に関心をもち，自らが感じ取っ 身の回りの造形，美術作品など い方や生かし方の技能を高め，
たことや，見いだした価値を他 のよさや美しさを感じ取り，映 表現意図に沿って，創造的に表
者に伝えるなど，意欲的，主体 像メディア表現の特性について 現する。
的に表現に取り組み，その喜び 理解し，意図に応じた表現の工
を味わおうとする。 夫をする。

【 Ａ表現（３）映像メディア表現」の評価規準の具体例】「

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 創造的な表現の技能

・学習情報を制作し，発信，交 ・主題の生成から交流までの全 ・主題に合った資料を選択し，
流しようとする。 過程にわたって，美しさや人 意図に応じて資料を加工，構

々の心を感じ取り，創意工夫 成する。
・情報の伝達・交流における造 する。
形の役割をとらえ，生活に生 ・機材の特質や使用効果・伝達
かそうとする。 ・美を求める心を 自然や生活 効果を理解し，自己の表現意， ，

環境や地域の文化行事などに 図に合わせて効果的に表現す
・価値や情報を他者に伝え，交 見いだし，夢のある楽しい発 る。
流し，分かち合い，人間関係 想をする。
をより広く形成しようとす ・色光の特質について理解し，
る。 ・感性を働かせて対象や様子な 映像による色彩等の編集に活

どをよく見つめ，よさや美し 用する。
・楽しく創造力豊かな主題を生 さを感じ取り，表現を構想す

， ，成しようとする。 る。 ・主題を大切にし 新鮮な発想
構想，効果的な編集により，

・映像メディア機材を創意工夫 ・光や音響などとの関連を図 美しく表現する。
して活用しようとする。 り，より効果的な表現を工夫

をする。

・他者に伝達し，交流し合い，
理解や人間関係を広げ合うた
めの編集を工夫する。

(4) 「Ｂ鑑賞」
【学習指導要領の内容】

ア 美術作品のよさや美しさ
イ 作者の心情や意図と表現の工夫
ウ 生活や自然と美術との関連
エ 日本の美術の歴史と表現の特質
オ 映像メディア表現の特質と交流

【 Ｂ鑑賞」の評価規準】「

関心・意欲・態度 鑑賞の能力

美術と生活とのかかわり，美術作品の背景や表 作者の心情や意図と表現の工夫，生活や自然の
現方法の特徴，日本の美術の歴史等に関心をも 中にある美しさや生活の中に働く美術の意義や
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ち，映像メディア表現による発信・交流などを 価値，日本の美術の歴史と表現の特質などを感
通して意欲的，主体的に鑑賞し，その楽しさや じ取り，理解し，映像機器や情報通信ネットワ
喜びを味わい，心豊かな生活を創造していこう ークなども活用して理解を深め，美術作品のよ
とする。 さや美しさを創造的に味わう。

【 Ｂ鑑賞」の評価規準の具体例】「

関心・意欲・態度 鑑賞の能力

・普遍的な価値や美しいものを見分けようとす ・作品のよさや美しさを深く味わい，題材のと
る。 らえ方や表現の仕方のよさを感じ取る。

・制作の背景にある作者の感動や夢，作品に込 ・作品の造形的特徴をとらえ，効果的な表現の
められた心情などを感じ取ろうとする。 ための工夫を感じ取る。

・作者の考えや作品をその人独自のものとして ・自然の中の美的秩序や美しい空間を発見し，
尊重する。 それらのよさや美しさを味わう。

・作者や作品について関心をもち，積極的に調 ・造形作品が生活空間の中で，生活を心豊かに
べようとする。 演出していることを理解する。

・地域における美術文化や伝統，造形作品につ ・表現のよさや作品の美しさに対し自己の意見
いて関心を深め，日々の生活において美術を を述べることができる。
愛好する。

・日本の伝統的な美術の表現の特質を味わい，
・日本の伝統的な美術の表現に関心をもち，自 様式や主題，表現方法などを理解する。
然観や美意識，美を求める心や夢などを感じ
取ろうとする。 ・日本と諸外国の美術作品を比較し，表現の独

自性と共通性を感じ取る。
・映像メディア表現の特質を生かし，鑑賞の機
会をつくったり，地域の美術を発信・交流し ・映像機器，地域の美術館，情報通信ネットワ
て美術を愛好する。 ークなどを活用して多角的に鑑賞の活動に取

り組み，理解を深める。
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Ⅲ Ⅰ工芸
１ 目標

工芸の幅広い創造活動を通して，美的体験を豊かにし工芸を愛好する心情と生活を心豊かにするため
に工夫する態度を育てるとともに，感性を高め，創造的な表現と鑑賞の能力を伸ばす。

２ 評価の観点の趣旨

関心・意欲・態度 芸術的な感受や 創造的な表現の技能 鑑賞の能力
表現の工夫

工芸を愛好し，生活と 感性を働かせて工芸の 創造的な表現をするた 作者の心情や意図と表
美しさとのかかわりに よさや美しさを感じ取 めに材料や用具を活用 現の工夫，生活の中に
関心をもち，意欲的， り，豊かに発想し創造 する技能を身に付けて 生かされている工芸，
主体的に表現や鑑賞の 的に表現を工夫する。 いる。 日本の工芸の歴史など
活動を行い，その喜び を理解し，そのよさや
を味わおうとする。 美しさを創造的に味わ

う。

３ 学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準及びその具体例
， 「 （ ） 」「 （ ） 」工芸Ⅰにおいては 学習指導要領の内容の Ａ表現 １ 工芸制作 Ａ表現 ２ プロダクト制作

及び「Ｂ鑑賞」の三つを内容のまとまりとして，これらごとに評価規準を作成した。

(1) 「Ａ表現 （１）工芸制作」
【学習指導要領の内容】

ア 自然や身近な生活，使う者の心情，夢などを基にした心豊かな発想
イ 用途と美しさ，日本の伝統的な表現のよさを生かした制作の構想
ウ 材料や用具の活用と制作方法の理解
エ 制作過程における吟味と創意工夫

【 Ａ表現（１）工芸制作」の評価規準】「

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 創造的な表現の技能

生活と美しさのかかわりや工芸 感性を働かせて自然や生活，使 材料や用具の活用，制作するも
の必要性に関心をもち 意欲的 う者の心情や夢などを基に，用 のの構造や制作方法を理解し，， ，
主体的に表現に取り組み，つく 途と美しさを考え豊かに発想・ 手づくりのよさや美しさと機能
ることの楽しさや喜びを感じ取 構想し，日本の伝統的な表現の 性の融合を図り，創意工夫して
り，工芸を愛好し生活を心豊か よさを生かして創造的に表現を 表現する。
にするために工夫しようとす 工夫する。
る。

【 Ａ表現（１）工芸制作」の評価規準の具体例】「

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 創造的な表現の技能

・生活をより楽しく快適で心豊 ・自然や生活などから美しさを ・材料の特性や加工方法を理解
かなものにしていこうとす 発見し，創造的な形体を工夫 し制作に生かす。
る。 する。

・材料と用具のかかわりを考え
・生活と工芸とのかかわりや美 ・材料の性質，形状を生かして て安全で的確な取り扱いがで
しさに気付き，工芸の必要性 豊かに発想する。 きる。
について理解しようとする。

・使う者の心情を考え豊かに発 ・材料の形体，色彩，強度など
・つくることの楽しさや喜びを 想し，機能と美しさを生かし を生かして効果的に表現でき
味わい，意欲的にものをつく て創造的に構想する。 る。
る。

・伝統的な工芸作品のよさを自 ・制作過程で構想や加工の仕方
・工夫改善すべき課題を見付け， 己の制作に生かす。 を吟味し，改善することがで
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よりよいものを追究していこ きる。
うとする。 ・スケッチや図などによってイ

メージやアイデアを具体化す
・環境を配慮し材料や用具を大 る。
切にしようとする。

(2) 「Ａ表現（２）プロダクト制作」
【学習指導要領の内容】

ア 社会生活や身近な環境を心豊かにするための創造的な発想
イ 用途や機能，生産性を考えた制作の構想
ウ 材料や用具の活用と制作方法の理解
エ 制作過程における吟味と創意工夫

【 Ａ表現（２）プロダクト制作」の評価規準】「

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 創造的な表現の技能

生産のための工芸が現代の生活 感性を働かせて目的や条件，生 材料や用具の活用，生産に適合
の中で果たしている役割や必要 産性などを考えながら，使う者 した形体や色彩，構造などを理
性，生活と美しさとのかかわり の立場に立って豊かに発想し構 解し，美しさと機能性の融合を
に関心をもち，意欲的，主体的 想するとともに，形体や色彩， 図り，創意工夫して表現する。
に表現に取り組み，つくること 構造など造形の諸要素について
の楽しさや喜びを感じ取り，工 理解し，創造的に表現を工夫す
芸を愛好し生活を心豊かにする る。
ために工夫しようとする。

【 Ａ表現（２）プロダクト制作」の評価規準の具体例】「

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 創造的な表現の技能

・生活をより楽しく快適で心豊 ・社会生活や身近な環境を広く ・構想を実現するために材料や
かなものにしていこうとす 観察して豊かに発想する。 用具を活用する技能を身に付
る。 け効果的に表現する。

・用途や機能，生産性など構想
・生産のための工芸の役割を理 の基になる目的や条件を調べ， ・用具の安全な取り扱い方，適
解しようとする。 分析する。 切な整備や管理の方法を理解

する。
・構想することの楽しさを感じ ・社会や他者への心遣いをしな
取り，主体的に創造しようと がらアイデアを具体化する。 ・レンダリングや模型によって
する。 全体像を把握し表現に生かす。

・効率のよい制作手順や適切な
・工夫改善すべき課題を見付け， 制作方法を考え，制作を計画 ・制作過程で，材料，用具，技
よりよいものを追究していこ 的に進める。 法が適切であるか吟味し，改
うとする。 善することができる。

・スケッチやコンピュータなど
・環境に配慮し材料や用具を大 でイメージやアイデアを具体
切にしようとする。 化する。

(3) 「Ｂ鑑賞」
【学習指導要領の内容】

ア 工芸作品のよさや美しさ
イ 作者の心情や意図と表現の工夫
ウ 生活の中に生かされている工芸
エ 作品に見る美意識や手づくりのよさ
オ 日本の工芸の歴史と表現の特質



芸－15

【 Ｂ鑑賞」の評価規準】「

関心・意欲・態度 鑑賞の能力

工芸と生活とのかかわり，作者の美意識や作品 作者の心情や意図と表現の工夫に気付き，工芸
の造形的な特徴，日本の工芸の歴史等に関心を 作品の機能と美しさの調和を感じ取り，材料の
もち，意欲的，主体的に鑑賞し，その楽しさや 特質，工芸が生活で果たす役割や日本の工芸の
喜びを味わい，心豊かな生活を創造していこう 歴史などを理解し，工芸のよさや美しさを創造
とする。 的に味わう。

【 Ｂ鑑賞」の評価規準の具体例】「

関心・意欲・態度 鑑賞の能力

・美しいものや優れたものを見分けようとする ・工芸が生活の中で果たしている役割を理解す。
る。

・作品に込められた作者の心情や夢や感性を感
じ取ろうとする。 ・熟練した技術や表現の工夫などを感じ取り，

手づくりのよさを理解する。
・作者の考えや作品をその人独自のものとして
尊重する。 ・作者の心情や意図と制作の工夫などについて

理解する。
・作者や作品について関心をもち，積極的に調
べようとする。 ・自然材料や人工材料の特質を理解する。

。・作品を見たり触ったり使ってみたりして，形 ・道具のもつ機能的な形体や美しさを感じ取る
体，色彩，材質感，機能性，使い心地などを
感じ取ろうとする。 ・日常生活の様々なものにおける「用と美」の

調和を感じ取る。
・日本の伝統的な工芸に関心をもち，自然観や
美意識，生活の中の美に対する憧れや理想な ・作品のよさや美しさに対する自分の意見をも
どを感じ取ろうとする。 っている。

・生活を心豊かにするものづくりへの夢や憧れ ・日本の工芸の歴史や表現の特質を時代，地域
をもっている。 性，生活様式などとかかわらせて理解する。
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Ⅳ Ⅰ書道
１ 目標

， ， ， ，書道の幅広い活動を通して 書を愛好する心情を育てるとともに 感性を豊かにし 書写能力を高め
表現と鑑賞の基礎的な能力を伸ばす。

２ 評価の観点の趣旨

関心・意欲・態度 芸術的な感受や 創造的な表現の技能 鑑賞の能力
表現の工夫

書を愛好し，書の文化 感性を働かせて書のよ 創造的な表現をするた 日常生活における書の
に関心をもち 意欲的 さや美しさを感じ取り めに書写能力を高め， 効用や日本及び中国等， ， ，
主体的に表現や鑑賞の 自らの意図に基づき構 用具・用材を生かした の書の文化などを理解
活動を行い，その喜び 想し 表現を工夫する 表現の技能を身に付け し，そのよさや美しさ， 。
を味わおうとする。 ている。 を創造的に味わう。

３ 学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準及び具体例
書道Ⅰにおいては，学習指導要領の内容の「Ａ表現（１）漢字仮名交じりの書 「Ａ表現（２）漢字」

の書 「Ａ表現（３）仮名の書」及び「Ｂ鑑賞」の四つを内容のまとまりとして，これらごとに評価規」
準を作成した。

(1) 「Ａ表現 （１）漢字仮名交じりの書」
【学習指導要領の内容】

ア 表現と用具・用材との基本的な関係
イ 漢字と仮名の調和した線質の表し方
ウ 字形，文字の大きさと全体構成
エ 目的や用途に即した形式の表し方

【 Ａ表現（１）漢字仮名交じりの書」の評価規準】「

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 創造的な表現の技能

漢字仮名交じりの書を通して， 感性を働かせて漢字仮名交じり 書写能力を高め，用具・用材を
生活に即した書表現に関心をも の書のよさや美しさを感じ取 生かし，実用的な表現や芸術的
ち，意欲的，主体的に活動を行 り，創造的な表現を工夫する。 な表現の基礎的な技能を身に付
い その喜びを味わおうとする けている。， 。

【 Ａ表現（１）漢字仮名交じりの書」の評価規準の具体例】「

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 創造的な表現の技能

「ア」 「ア」 「ア」
・基本的な用具・用材に関する ・用具・用材によって線質や表 ・用具・用材の特性を生かした
知識や扱い方を理解しよう 現が変わることを理解し，表 表現効果を理解し，表現に応
とする。 現を工夫する。 じた用具・用材を選択してい

る。
・用具・用材と表現との関係に
関心をもち，意欲的，主体的 ・創造的な芸術表現をするため
な表現を行おうとする。 に，用具・用材と表現効果が

密接に関係していることを理
解している。

「イ」 「イ」 「イ」
・漢字と仮名の調和と線質との ・線質が漢字と仮名の調和を図 ・実用的な表現や芸術的な表
関係について関心をもち，表 る重要な要素であることを理 現を理解し，漢字と仮名の
現を高めようとする。 解し，表現を工夫する。 線質の調和を図る技能を身

に付けている。
・漢字と仮名の調和した線質の



芸－17

表し方やその美しさを理解し，
表現を工夫する。

「ウ」 「ウ」 「ウ」
・漢字と仮名の文字や字形につ ・漢字と仮名の字形や文字の大 ・文字や文字群と余白との関係を
いて関心をもち，自らの構想 きさなどが全体の構成にかか 理解し，全体の構成を考えた表
に基づいて意欲的，主体的に わることを理解し，表現を工 現の技能を身に付けている。
活動を行おうとする。 夫する。

「エ」 「エ」 「エ」
・目的や用途に即した芸術的・ ・目的や用途に即した形式と表 ・芸術的な表現や実用的な表現
実用的な表現について基礎的 し方を判断し，文字の大きさ， をするために，形式や表し方
な事項を理解し，自ら表現活 配列，書体など，それぞれに を理解し，目的や用途に即し
動を楽しんで表現を行おう 適した表現を工夫する。 て表現する技能を身に付けて
とする。 いる。

「オ」 「オ」 「オ」
・意欲的，主体的な活動を通し ・自らの表現意欲を高め，用具･ ・創造的な芸術表現をするため
て，表現の構想から完成に至る 用材の用い方を理解し,線質, に，用具・用材，線質，字形，
までの充足感や喜びを味わ 字形，全体構成などについて 全体構成などを考えた表現の
おうとする。 工夫する。 技能を身に付けている。

(2) 「Ａ表現 (２)漢字の書」
【学習指導要領の内容】

ア 古典に基づく基本的な点画や線質の表し方と用筆・運筆の関係
イ 字形の構成，全体の構成
ウ 意図に基づく表現の構想と工夫

【Ａ表現 「 ２）漢字の書」の評価規準】（

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 創造的な表現の技能

漢字の書を通して，書の美しさ 感性を働かせて漢字の書のよさ 漢字の書を通して，表現する能
に関心をもち，意欲的・主体的 や美しさを感じ取り，普遍性に 力を伸ばし，基礎的な技能を身
に活動を行い，その喜びを味わ 裏打ちされた創造的な表現を工 に付けている。
おうとする。 夫する。

【Ａ表現 「 ２）漢字の書」の評価規準の具体例】（

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 創造的な表現の技能

「ア」 「ア」 「ア」
・表現技法の基礎・基本を身に ・漢字の書の美に対する感性を ・基本的な点画や線質の表し方
付け，書写能力の向上に努め 養い，意図に基づく表現の構 と用筆・運筆の関係を把握し
ている。 想を工夫する。 ている。

・古典の美とその技法に関心 ・古典の美とその技法を学び ・表現技法を高めるために，姿，
をもち，表現技法を高めよ 普遍性のある表現を工夫す 勢，執筆法などの基本的事項
うとする。 る。 を身に付けている。

「イ」 「イ」 「イ」
・自らの感性や意図に基づい ・漢字の書の構築的な構造や変 ・創造的な芸術表現をするため
て，字形の構成・全体の構成 化と統一などを理解し，字形 に，字形の構成や全体の構成
を工夫しようとする。 ・全体の構成を工夫する。 の要素を理解している。

・字形や線質と筆者の感興と意
図とのかかわりに関心をも
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ち，意欲的，主体的に古典の
美を味わおうとする。

「ウ」 「ウ」 「ウ」
・表現活動を通して，意図的， ・自己の表現のねらいを達成す ・創造的な芸術表現をするため

， ，主体的に表現の構想から完成 るために古典のもつ伝統的な に 自発的な意図に基づいて
に至るまでの充実感や喜びを 美を感受し，表現方法を工夫 詩文の選定，基本的な作品形
味わおうとする。 する。 態，全体構成の方法，用具・

用材の選定等を理解してい
る。

(3) 「Ａ表現 （３）仮名の書」
【学習指導要領の内容】

ア 古典に基づく基本的な点画や線質の表し方と用筆・運筆の関係
イ 単体，連綿と全体の構成
ウ 意図に基づく表現の構想と工夫

【 Ａ表現（３）仮名の書」の評価規準】「

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 創造的な表現の技能

仮名の書を通して，日本の伝統 感性を働かせて仮名の書のよさ 仮名の書を表現するために必要
的な書の美に関心をもち，意欲 や美しさを感じ取り，創造的な な仮名の線の特質を理解し，基
的，主体的に活動を行い，その 表現を工夫する。 礎的な技能を身に付けている。
喜びを味わおうとする。

【 Ａ表現（３）仮名の書」の評価規準の具体例】「

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 創造的な表現の技能

「ア」 「ア」 「ア」
・古典の学習により，書写で学 ・仮名の書の美に対する感性を ・仮名の基本的な線質と用筆・
んだ仮名との差異に気付き， 養い，意図に基づいて字形や 運筆との関係を理解し，創造
名筆や技法に関心をもち，意 線質を工夫する。 的な表現を身に付けている。
欲的，主体的に仮名の美を味
わおうとする。 ・古典の学習により，仮名の表 ・表現技法を高めるために，用

現の基本的な用筆・運筆の 具・用材，姿勢，執筆法など
技法を身に付け，表現を工夫 の基本的事項を身に付けてい
する。 る。

「イ」 「イ」 「イ」
・自らの感性や意図に基づい ・単体，連綿と全体の構成な ・運筆の律動性や筆脈の把握を
て，単体，連綿や全体の構成 ど日本の伝統的な書の美を感 通して，仮名の美の特質を理
を工夫しようとする。 受している。 解し，その技法を身に付けて

いる。
・単体，連綿や線質と筆者の感 ・仮名の線の特質を理解し，そ
興と意図とのかかわりに関心 の技法を自己の表現に生かす ・創造的な芸術表現をするため
をもち，意欲的，主体的に仮 よう工夫する。 に，基本的な構成等を理解し
名の美を味わおうとする。 ている。

「ウ」 「ウ」 「ウ」
・表現活動を通して，意図的， ・自己の表現のねらいを達成す ・創造的な芸術表現をするため

， ，主体的に表現の構想から完成 るために古典のもつ伝統的な に 自発的な意図に基づいて
に至るまでの充実感や喜びを 美を感受し，表現方法を工夫 全体構成や字形，線質，墨色
味わおうとする。 する。 などを考えた表現の技能を身

に付けている。
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(4) 「Ｂ鑑賞」
【学習指導要領の内容】

ア 日常生活における書への関心と効用
イ 書の美しさと表現効果
ウ 日本及び中国等の書の文化

【 Ｂ鑑賞」の評価規準】「

関心・意欲・態度 鑑賞の能力

鑑賞活動を通して，書を愛好し，日常生活にお 書が生活の中で果たしている役割，書の文化や
ける書への関心をもち，書のよさや美しさを感 伝統などを理解し，表現と鑑賞の関連を図りな
じ取り，意欲的，主体的にその美しさを味わお がら，そのよさや美しさを深く味わう。
うとする。

【 Ｂ 鑑賞」の評価規準の具体例】「

関心・意欲・態度 鑑賞の能力

「ア」 「ア」
・伝統芸術としての書の魅力や日常生活におけ ・書が生活の中で果たしている役割を知り，書
る書の効用など，書への興味・関心をもって の効用を理解する。
いる。

・日常生活における手書き文字のよさや美しさ
を感じ取ろうとする。

・地域の文化財や情報機器などに関心をもち，
活用しようとする。

「イ」 「イ」
・書の美しさを味わい，楽しいと思えるような ・鑑賞と表現は相互に関連していることを理解
書の発見に心がけている。 し，書のよさや美しさを感じ取る。

「ウ」 「ウ」
・日本及び中国等の書について，そのよさや美 ・日本及び中国等の書の文化や伝統を幅広く理
しさを感じ取ろうとする。 解する。

・漢字文化圏の書の特徴に関心をもち，各時代
の文化との関連について意欲的，主体的に理
解しようとする。
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第４ 題材（単元）の評価に関する事例
ここでは，指導と評価の工夫を行った事例として，音楽Ⅰ，美術Ⅰ，工芸Ⅰ，書道Ⅰの４科目について，
各１事例を紹介する。

Ⅰ Ⅰ音楽
ここでは，歌唱指導及び器楽指導の工夫を行った事例「長唄を表現しよう」を紹介する。

（６時間）題材名 「長唄を表現しよう」

教材：長唄「元禄風花見踊 （竹柴瓢助 作詞 三代目杵屋正治郎 作曲）より抜粋」
げんろくふうはなみおどり

本題材は，学習指導要領「音楽Ⅰ」の内容のうち 「Ａ表現（１）歌唱」の「ア 曲種に応じた発声の，
工夫 「ウ 歌詞及び曲想の把握と表現の工夫 「Ａ表現（２）器楽」の「ア いろいろな楽器の体験」， 」，
と奏法の工夫」を指導する事例である。

１ 題材の目標
(1) 長唄の発声，歌詞及び曲想，三味線の唱歌や奏法に関心をもち，意欲的に表現活動に取り組み，そ

しょうが

の喜びを味わう。
(2) 長唄の声や旋律，三味線の音色や旋律を知覚し，それらが生み出す曲想を感じ取って，長唄にふさ
わしい表現を工夫する。

(3) 長唄にふさわしい発声，三味線の唱歌や基本的な奏法を身に付ける。

２ 題材の評価規準
観点１ 観点２ 観点３

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 創造的な表現の技能
内 （歌唱） （歌唱） （歌唱）
容ま 曲種に応じた発声，視唱，歌詞 音楽の諸要素を知覚し，それらが 楽曲から感じ取ったイメージ
のと 及び曲想に関心をもち 意欲的 生み出す曲想や美しさを感じ取っ を，創造的に歌唱表現するた， ，
ま 主体的に歌唱表現し，その喜び て，歌唱表現を工夫している。 めの技能を身に付けている。
り を味わおうとする。
ご
と （器楽） （器楽） （器楽）
の いろいろな楽器の特質や奏法， 音楽の諸要素を知覚し，それらが 楽曲から感じ取ったイメージ
評 視奏，曲の構成及び曲想に関心 生み出す曲想や美しさを感じ取っ を，創造的に器楽表現するた
価 をもち，意欲的，主体的に器楽 て，器楽表現を工夫している。 めの技能を身に付けている。
規 表現し，その喜びを味わおうと
準 する。
・長唄の発声，歌詞及び曲想， ・長唄の声や旋律，三味線の音色 ・長唄にふさわしい発声で表

題 三味線の唱歌や奏法に関心をも や旋律を知覚し，それらが生み出 現するための技能，三味線の
材 ち，意欲的に表現し，その喜び す曲想を感じ取って，表現を工夫 唱歌及び基本的な奏法を身に
の を味わおうとする。 している。 付けている。
評
価 ・長唄における唄と三味線のから ・唄や三味線で，長唄の特徴
規 み合いなどの特徴を感じ取って， を生かして表現する技能を身
準 表現を工夫している。 に付けている。

①長唄の発声，歌詞及び曲想に ①長唄の声や旋律の特徴を感じ取 ①長唄に対するイメージを表
学 関心をもち，意欲的に表現して って，表現を工夫している。 現するための発声の技能を身
習 いる。 に付けている。
活
動 ②三味線の唱歌や奏法に関心を ②三味線の唱歌と演奏を通して， ②三味線の唱歌及び基本的な
に もち，意欲的に表現している。 音高 リズム フレーズを把握し 奏法を身に付けている。， ， ，
お具 固有の音色や表現方法を感じ取っ
け体 て，表現を工夫している。
るの
評 ③長唄における唄と三味線のか ③長唄における唄と三味線のから ③長唄における唄や三味線の
価 らみ合いなどの特徴に関心をも み合いなどの特徴を感じ取ってい からみ合いなどの特徴を生か
規 ち，表現する喜びを味わおうと る。 して，相互に聴き合って表現
準 する。 する技能を身に付けている。
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（６時間）３ 指導と評価の計画
時間 ねらい・学習活動 題材の評価規準 評価方法等

との関連

○長唄に関心をもち，特徴を感じ取って歌唱
１ する。

・参考演奏を聴き，曲の雰囲気をつかむ。

・歌唱のイメージについて感じたことを話し
合う。 観点１－① 観察

（ ４ 観点別評価の進め方」の「
・歌詞を読み，内容を把握する。 を参照）評価の場面Ⅰ

・楽譜を見ながら演奏を聴き，発声の仕方や
演奏の特徴について話し合う。

・教師の範唱を参考にしながら歌う。

・長唄の声や旋律の特徴，表現の工夫などを 観点２－① 学習カードⅠ
学習カードに記入する。

，○三味線の音色や奏法及び唱歌に関心をもち
２ 表現する。
・
３ ・三味線の音色や旋律に注意しながら参考演

奏を聴き，三味線がどのように聴こえたかを 観点１－② 観察
声（擬音語等）で表現する。

・譜を見ながら三味線の唱歌をする。

・ チリチツテン 「テンツルロン」の奏法と「 」
音色などを教師の演奏を聴いて確認する。

・教師の範奏を参考にしながら弾く （スクイ。
やハジキなどの練習も含める ）。

・二つのグループに分かれて，三味線の唱歌 観点２－② 観察
と楽器による演奏を交替で行う。 観点３－②

・三味線における唱歌の役割，音色や表現方 観点２－② 学習カードⅡ
法などについて学習カードに記入する。 （ ４ 観点別評価の進め方」の「

を参照）評価の場面Ⅱ

○唄と三味線のからみ合いなどの特徴を感じ
４ 取って，長唄を表現する。
・
５ ・二つのグループに分かれて，唄と三味線の 観点３－① 観察

唱歌を交替で行い，声のみにより合わせる。

・唄と三味線の関係について気が付いたこと 観点２－③ 学習カードⅢ
を学習カードに記入する。

・小グループを作り，グループ内で唄と三味 観点１－①② 観察
線のパートに分かれて練習する。 観点２－①② （ ４ 観点別評価の進め方」「

の を参照）評価の場面Ⅲ
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○長唄の特徴を生かした表現を，グループご
６ とに演奏発表する。

。・小グループに分かれて合わせの練習をする

・グループごとに唄と三味線による演奏発表 観点１－③ 演奏
を行う。 観点３－③ （ ４ 観点別評価の進め方」「

の を参照）評価の場面Ⅳ

・長唄の表現を通して，工夫したところや他 観点２－③ 学習カードⅣ
のグループの演奏との比較などについて学習
カードに記入する。

４ 観点別評価の進め方
「３ 指導と評価の計画」のうち，表中に示した評価の場面における評価の手順は次のとおりである。
評価の場面Ⅰ(1)

○この場面の学習活動
・歌唱のイメージについて感じたことを話し合う。
・歌詞を読み，内容を把握する。
・楽譜を見ながら演奏を聴き，発声の仕方や演奏の特徴について話し合う。
・教師の範唱を参考にしながら歌う。

○学習活動における具体の評価規準
「長唄の発声，歌詞及び曲想に関心をもち，意欲的に表現している （観点１－①）。」

○評価方法
〈観察〉
発問に対する発言や反応，話合いの様子，歌詞を読んだり歌ったりしている様子を観察する。
・歌唱のイメージ，歌詞の内容，発声や旋律の特徴，曲想などについて感想や意見を述べたり，感想
や意見に対して反応したりしているか。
・歌詞を読んだり，演奏を聴いたりするとき，関心をもって取り組んでいるか。
・意欲をもって，歌唱に参加しているか。

○「十分満足できると判断される」状況（Ａ）と評価する具体例
・具体的な感想や根拠のある意見を積極的に発言している。
（例 「三味線と声の双方が長唄にとって大切な役割を果たしていて，その掛け合いが面白かった 」） 。

「中学校のときに聴いた勧進帳とはまた違った華やかな感じがした 」。
・教師の範唱に集中し，積極的に歌唱に取り組んでいる。

○「努力を要すると判断される」生徒への指導の手だて
・関心がもてない生徒には 「どんな様子を表現しているのだろうか 「唄と楽器のからみ合いが生， 。」
み出す雰囲気をつかもう 」など，関心が高まるような視点を伝える。また，意欲的に取り組んでい。
ない生徒には 「この音楽にふさわしい声の出し方を見付けてみよう 」など，意欲をもって学習に参， 。
加できるように助言する。
※とりわけ音楽の授業においては「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）になるおそれのある生徒を授業中

に見いだして，積極的に働きかけを行うことが大切である （ も同様 。。 ）評価の場面Ⅱ～Ⅳ

評価の場面Ⅱ(2)
○この場面の学習活動
・二つのグループに分かれて，三味線の唱歌と楽器による演奏を交替で行う。
・三味線における唱歌の役割，音色や表現方法などについて学習カードに記入する。

○学習活動における具体の評価規準
「三味線の唱歌と演奏を通して，音高，リズム，フレーズを把握し，固有の音色や表現方法を感じ取
って，表現を工夫している （観点２－②）。」
「三味線の唱歌及び基本的な奏法を身に付けている （観点３－②）。」
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○評価方法
〈観察〉
三味線の唱歌と楽器による演奏を交互に行っている様子を観察する。
・唱歌によって三味線の音高，リズム，フレーズを把握しているか （観点２－②）。
・音色や奏法の特徴などを感じ取って，三味線の演奏を工夫しているか （観点２－②）。
・基本的な唱歌と三味線の技能を身に付けているか （観点３－②）。

〈学習カードⅡ〉
生徒が個々に記述した学習カードを授業終了時に回収し，その記述内容を評価する。
・三味線の唱歌の役割について感じたことが記述されているか （観点２－②）。
・三味線の音色や奏法の特徴について感じたことが記述されているか （観点２－②）。
・三味線の演奏で工夫したことが記述されているか （観点２－②）。

○「十分満足できると判断される」状況（Ａ）と評価する具体例
・音高，リズム，フレーズを正しく把握し，表現の工夫に結び付けている （観点２－②）。
・細部まで的確に表現している （観点３－②）。
・記述内容に，具体性や根拠がある （観点２－②）。
（例）唱歌の役割について

「唱歌を口ずさむと，実際の三味線の音高や奏法が唱歌の言葉で聞こえてくる気がした 」。
音色や奏法の特徴について
「一つの音の中にも「ゆれ」がある。ゆれは，楽器のつくりや左手の奏法と関係があること
がわかった 」。
演奏の工夫について
「糸のはじき方によって音色が変化し，その組み合わせで微妙な雰囲気が生まれることを大
事にして演奏した 」。

○「努力を要すると判断される」生徒への指導の手だて
・唱歌がうまく表現できない生徒には，唱歌を細かく区切って練習させ，音高と言い表し方をゆっく
り確認させる。また，三味線がうまく演奏できない生徒には，まわりの生徒の音をよく聴きながら，
気持ちを合わせて演奏させる （観点２－②，観点３－②）。
・学習カードへの記述が進まない生徒には，例えば 「チリチツテン」の「リ」の表記が，三味線の，
ハジキの奏法による音色を表していることなどを教師が実演して示す。また，三味線の音色と箏，ギ
ターなどの音色との違い，奏法との関係などを，教師との対話を通して考えさせる （観点２－②）。

学習カードⅡ

学習カード 年 組 番 氏名

三味線の唱歌がどのような役割をもっているか，三味線の唱歌と演奏の体験を通して感じたこと
を記述してください。

三味線の音色や奏法の特徴について，感じたことを記述してください。

三味線の演奏でどのようなところを工夫しましたか。
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評価の場面Ⅲ(3)
○この場面の学習活動
・小グループを作り，グループ内で唄と三味線のパートに分かれて練習する。

○学習活動における具体の評価規準
「長唄の発声，歌詞及び曲想に関心をもち，意欲的に表現している （観点１－①）。」
「三味線の唱歌や奏法に関心をもち，意欲的に表現している （観点１－②）。」
「長唄の声や旋律の特徴を感じ取って，表現を工夫している （観点２－①）。」
「三味線の唱歌と演奏を通して，音高，リズム，フレーズを把握し，固有の音色や表現方法を感じ取
って，表現を工夫している （観点２－②）。」

○評価方法
〈観察〉
グループ活動をしている個々の生徒の様子をじっくりと観察する。
・グループ活動に参加し，練習に取り組んでいるか （観点１－①，観点１－②）。
・長唄らしい声や旋律の特徴をとらえて歌うための工夫をしているか （観点２－①）。
・三味線の音色や奏法などの表現方法をとらえて演奏するための工夫をしているか （観点２－②）。
※唄のパートは「観点１－① 「観点２－① ，三味線のパートは「観点１－② 「観点２－②」の評価規準で」 」 」

評価する。学習の途中でパートを交替する。

○「十分満足できると判断される」状況（Ａ）と評価する具体例
・自分の声やまわりの声をよく聴いて，音を確認しながら，よりよい演奏となるように積極的に取り
組んでいる （観点１－①）。
・自分の三味線の音色や奏法，まわりの音色や奏法を確認しながら，よりよい演奏となるように積極
的に取り組んでいる （観点１－②）。
・長唄の歌詞や旋律全体を把握し，ふさわしい声や旋律の特徴を生かした表現を工夫している。

（ ）観点２－①
・三味線パートを把握し，固有の音色を生かした表現や様々な奏法を試している （観点２－②）。

○「努力を要すると判断される」生徒への指導の手だて
・意欲的に取り組んでいない生徒には，教師や模範となるような生徒の演奏を模倣させる。

（ ， ）観点１－① 観点１－②
・表現に工夫が見られない生徒には，個別に助言をしたり，教師の実演によって音色や表現方法の違
いなどを確認させたりする （観点２－①，観点２－②）。

評価の場面Ⅳ(4)
○この場面の学習活動
・グループごとに唄と三味線による演奏発表を行う。

○学習活動における具体の評価規準
「 ， 。」長唄における唄と三味線のからみ合いなどの特徴に関心をもち 表現する喜びを味わおうとする

（観点１－③）
「長唄における唄や三味線のからみ合いなどの特徴を生かして，相互に聴き合って表現する技能を身
に付けている （観点３－③）。」

○評価方法
〈演奏〉
グループごとの演奏発表を通して，個々の生徒の演奏を評価する。
・声や姿勢，表情などに，表現する喜びを味わおうとしている面が見られるか （観点１－③）。
・唄と三味線のからみ合いなどの特徴を生かして表現する技能を身に付けているか （観点３－③）。

○「十分満足できると判断される」状況（Ａ）と評価する具体例
・唄と三味線のからみ合いを楽しみながら，一生懸命に演奏している （観点１－③）。
・唄を担当する生徒は，長唄の声や旋律の特徴をとらえて，三味線と合わせながら的確に表現してい
る （観点３－③）。
・三味線を担当する生徒は 「チリチツテン 「テンツルロン」などのハジキやスクイなどの固有の奏， 」
法も生かして，唄と合わせながら的確に表現している （観点３－③）。

○「努力を要すると判断される」生徒への指導の手だて
・グループ発表をする前に，消極的な生徒には「唄と三味線のからみ合いを楽しみながら思い切って
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声を出してみよう 」などと，意欲をもって発表できるように助言する （観点１－③）。 。
・生徒の技能の習得状況を事前に把握し，三味線の技能のつまずきなどに個別に対応する。

（ ）観点３－③

５ 観点別評価の総括
「学習活動における具体の評価規準」ごとにＡ，Ｂ，Ｃの評価を行い，それらの結果を総括し，題材

における観点ごとの評価とする。その際，原則として「学習活動における具体の評価規準」の評価結果
のうち，最も数の多い記号が，題材における観点ごとの学習状況を最もよく表しているという考え方に
立って行う。
例えば 「関心・意欲・態度」の「学習活動における具体の評価規準」ごとの評価結果が「Ａ，Ａ，，

Ｂ」の場合は，題材における「関心・意欲・態度」の評価を「Ａ」と総括する。ただし 「Ａ 「Ｃ」， 」，
の両方が含まれている場合は 「Ｂ 「Ｂ」と同様の評価結果と見なして総括するのが適当であると考， 」，
える。
また，評価結果が「Ａ，Ａ，Ｂ，Ｂ」のように「Ａ」の数と「Ｂ」の数が同数になることがある。こ

のような場合は，例えば「 Ａ 「Ｂ」が同数であれば「Ａ」と総括する 」など，あらかじめ総括する「 」， 。
方法を決めておくことが大切となる。
本事例においては，観点ごとの三つの「学習活動における具体の評価規準」の評価結果は，すべて同

等であると考えて，重み付けを行わないで総括をする。
この外にも，例えば，題材の目標等に応じて，特に重視される「学習活動における具体の評価規準」

に重み付けを行うなど，題材における観点別評価の総括については様々な考え方や方法があり，各学校
において工夫することが望まれる。
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Ⅱ Ⅰ美術

ここでは，美術Ⅰにおける「Ａ表現(3)映像メディア表現」と「Ｂ鑑賞」に関する事例として，試作に

「 」より構想を練る活動を重視して指導と評価の工夫を行った事例 動きを創る －アニメーション表現－

を紹介する。

題材名 「 動きを創る ―アニメーション表現― 」 （６時間）

１ 題材の目標

アニメーションの多様な表現に関心をもち，動きの面白さや美しさを感じ取り，それらを生かし自分

の考えや想像を広げて発想し，意図に応じた創造的な表現をする。

２ 題材の評価規準

内容のまとまりごとの評価規準

ア 関心・意欲・態度 イ 芸術的な感受や表現の工夫 ウ 創造的な表現の技能 エ 鑑賞の能力

表 感性や想像力を働かせて自 映像メディア機材の 作者の心情や意図と

映像メディア表現の多様な 然や身の回りの造形，美術 基本的な使い方や生 表現の工夫，生活や

表現に関心をもち，自らが 作品などのよさや美しさを かし方の技能を高め 自然の中にある美し，

感じ取ったことや，見いだ 感じ取り，映像メディア表 表現意図に沿って， さや生活の中に働く

した価値を他者に伝えるな 現の特性について理解し， 創造的に表現する。 美術の意義や価値，

ど，意欲的，主体的に表現 意図に応じた表現の工夫を 日本の美術の歴史と

に取り組み，その喜びを味 する。 表現の特質などを感

わおうとする。 じ取り，理解し，映

鑑 像機器や情報通信ネ

美術と生活とのかかわり， ットワークなども活

美術作品の背景や表現方法 用して理解を深め，

の特徴，日本の美術の歴史 美術作品のよさや美

等に関心をもち，映像メデ しさを創造的に味わ

ィア表現による発信・交流 う。

などを通して意欲的，主体

的に鑑賞し，その楽しさや

喜びを味わい，心豊かな生

活を創造していこうとす

る。

題 材 の 評 価 規 準

表 鑑 感性や想像力を働かせて コンピュータの基本 作者の心情や意図と

アニメーションの表現に関 「動き」の面白さや美しさ 的な使い方や生かし 表現の工夫，アニメ

心をもち，意欲的，主体的 を感じ取り，アニメーショ 方の技能を高め，表 ーションの表現の特

に表現や鑑賞を行い，その ンの原理を理解し，意図に 現意図に沿って，創 質などを感じ取り，

楽しさや喜びを味わおうと 応じた表現の方法を工夫す 造的に表現する。 理解し，そのよさや

する。 る。 美しさを味わう。

学習活動における具体の評価規準

①アニメーションの表現に ①アニメーションの基本的 ①コンピュータの基 ①「動き」の面白さ

， ，関心をもち，楽しく創造的 な原理を理解し 「動き」 本操作を理解し表現 や美しさを感じ取り

に表現をしていこうとす の面白さを表す工夫をす する。 理解し，そのよさを

る。表 る。 ②コンピュータの機 味わう。

②自分や友達の作品を意欲 ②色や形や動きの変化を工 能を生かし，表現意 ②友達の作品の表現

的，主体的に鑑賞し，その 夫して，主題に沿った構想 図に沿って色や形や の工夫などを感じ取

楽しさや喜びを味わおうと を練る。 動きの変化を効果的 り，自分の感じ方や

する。鑑 につけ，創造的に表 考え方を述べること

現する。 ができる。

表は表現，鑑は鑑賞を示す。
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３ 学習活動の概要と評価規準

学習のねらい（指導時数） 学習活動 具体の評価規準【評価方法】

１．課題の把握（１）
・アニメーションの基本的な原 ○いくつかの短いアニメーシ
理を理解する。 ョンを見て，アニメーショ

ンの原理について話し合
う。

・アニメーションの「動き」の ○手がきのパラパラアニメを
面白さや美しさを感じ取る。 つくり，表現の効果を確か

める （アニメーションの 鑑賞の能力 （エ①）。
基礎的体験） ○「動き」の面白さや美しさを感じ取り，

理解し，そのよさを味わう。
○友達の作品を見て「動き」 【 】ワークシートや発言の内容

の表現要素について話し合
う （グループ討議）。
・移動（方向・スピード）
・変形（拡大・縮小）

関心・意欲・態度 （ア①）２．練習（２）
・ 動き」の面白さを表す工夫 ○黒い円（●）だけを使って ○アニメーションの表現に関心をもち，楽「
をする。 面白い動きを考え，絵コン しく創造的に表現をしていこうとする。

【 】テ１を作成する。 制作の様子 ワークシートの内容，

・コンピュータを適切に使い， ○絵コンテ１をもとにコンピ 芸術的な感受や表現の工夫 （イ①）
表現に生かす。 ュータでアニメーションを ○アニメーションの基本的な原理を理

つくる （描画，コピー， 解し 「動き」の面白さを表す工夫。 ，
貼り付け，移動，拡大，縮 をする。

。 【 】小などの機能を使う ） 絵コンテ１や練習作品の状況

創造的な表現の技能 （ウ①）
○コンピュータの基本操作を理解し表

。 【 】現する 練習作品の状況

芸術的な感受や表現の工夫 （イ②）３．表現（２）
・主題に沿った構想を練る。 ○練習作品を発展させ，主題 ○色や形や動きの変化を工夫して，主

を決めて，色や形や動きの 題に沿った構想を練る。
【 】変化も加え，絵コンテ２を 絵コンテ２や作品の状況

作成する。
創造的な表現の技能 （ウ②）

・コンピュータの機能を生かし ○練習での体験をもとに，コ ○コンピュータの機能を生かし，表現
主題に沿った表現をする。 ンピュータで主題に沿った 意図に沿って色や形や動きの変化を

アニメーションをつくる。 効果的につけ，創造的に表現する。
【 】（変形，塗りつぶし，分解， 作品の状況

。）融合などの機能を加える

関心・意欲・態度 （ア②）４．学習のまとめ（１）
・自己の表現を振り返り，気付 ○自己の表現活動を振り返 ○自分や友達の作品を意欲的，主体的に鑑
いたことを確認する。 り，ワークシートに記入す 賞し，その楽しさや喜びを味わおうとす

。 【 】る。 る 鑑賞の様子 ワークシートの内容，

・アニメーションの効果，特質
を理解し，その楽しさや喜び ○作品を相互鑑賞し，気付い 鑑賞の能力 （エ②）
を味わう。 たことを発表し合うととも ○友達の作品の表現の工夫などを感じ取

に，ワークシートに記入す り，自分の感じ方や考え方を述べること
。 【 】る。 ができる ワークシートや発言の内容

【 】は，評価方法を示す。
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４ 観点別評価の進め方

(1) 事例における 学習活動における具体の評価規準 及び 十分満足できると判断される 以下 十「 」 ，「 」（ 「

分満足できる」という ）状況（Ａ）と評価する際のキーワードと「努力を要すると判断される （以。 」

下「努力を要する」という ）状況（Ｃ）と評価する生徒への指導の手だて。

【関心・意欲・態度】

学習活動における具体の評価規準 ◎「十分満足できる」状況（Ａ）と評価する際のキーワード

■「努力を要する」状況（Ｃ）と評価する生徒への指導の手だて

ア①表 アニメーションの表現に関心を ◎課題意識をもって いろいろな動きを試して

もち，楽しく創造的に表現をし ■作品例を見せ，動きの面白さに気付かせ，意欲を引き出

ていこうとする。 す。

ア②鑑 自分や友達の作品を意欲的，主 ◎表現意図や工夫を理解しようと

体的に鑑賞し，その楽しさや喜 ■よく工夫された友達の作品を示し，ヒントを与えながら

びを味わおうとする。 そのよさを分析させ意欲を引き出す。

【芸術的な感受や表現の工夫】

学習活動における具体の評価規準 ◎「十分満足できる」状況（Ａ）と評価する際のキーワード

■「努力を要する」状況（Ｃ）と評価する生徒への指導の手だて

イ① アニメーションの基本的な原理 ◎動きの要素が多く 独特な動き

を理解し 「動き」の面白さを表 ■目を閉じさせ「動き」をイメージさせる 「動き」をイメ， 。

す工夫をする。 ージする言葉を提示し，発想させる。

イ② 色や形や動きの変化を工夫して ◎変化に富んだ動き 色や形の変化が美しい 独創的な，

主題に沿った構想を練る。 ■主題にあった表現ができているかどうか問いかける。

【創造的な表現の技能】

学習活動における具体の評価規準 ◎「十分満足できる」状況（Ａ）と評価する際のキーワード

■「努力を要する」状況（Ｃ）と評価する生徒への指導の手だて

ウ① コンピュータの基本操作を理解

し表現する。 ■操作方法や動きの工夫について個別指導する。

ウ② コンピュータの機能を生かし， ◎主題をよく表現して よく吟味された表現

表現意図に沿って色や形や動き ■コンピュータの効率的な操作方法や色・形・動きの変化

の変化を効果的につけ，創造的 のつけ方を個別指導する。

に表現する。

【鑑賞の能力】

学習活動における具体の評価規準 ◎「十分満足できる」状況（Ａ）と評価する際のキーワード

■「努力を要する」状況（Ｃ）と評価する生徒への指導の手だて

エ① 「動き」の面白さや美しさを感 ◎動きの要素をよく理解して 様々な視点から 的確に

じ取り，理解し，そのよさを味 ■身近なものの動きの例を示し，動きのもつ様々な要素に

わう。 気付かせる。

エ② 友達の作品の表現の工夫などを ◎多様な観点からの的確な分析 表現意図に照らしての批評

感じ取り，自分の感じ方や考え ■他者の発表内容などを参考に，自分の感じ方や考えをま

方を述べることができる。 とめるよう促す。
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(2) 本題材における指導と評価の流れ

平成１１年に告示された学習指導要領において新しく入った「映像メディア表現」では，映像メディ
アによる表現の多様性に目を向け，それらの特性を理解し，様々な映像メディア機器の使い方や生かし
方の技能を高め，意図をもって創造的に表現するとともに，情報としての発信や交流にも積極的に取り
組むことが求められている。本題材では，コンピュータの基本的な操作技能の獲得とともに，アニメー
ションの基本的な原理を学び，動きや色や形の変化を工夫し，主題の表現に生かすことをねらいとして
いる。また指導の流れについては，表現過程での気付きを大切にし，創意工夫していく力を身に付けさ
せるために，練習から表現へ段階的に試行を重ねる形態をとっている。したがって評価も，それぞれの
段階において設定されたねらいがどの程度実現されたかを見ることになる。

①課題の把握（１時間）
ここでは短いアニメーションの鑑賞と，実際に手がきのパラパラアニメをつくることなどを通して，

アニメーションの原理を学ぶことが中心となるが，友達の作品を鑑賞することにより，ただ形が変わっ
ていくだけでなく，移動や変形の面白さにも気付かせるなど，次の段階への予備的な学習という面も含
んでいる。したがって評価については「動き」の面白さや美しさを感じ取り，理解し，そのよさを味わ
う「鑑賞の能力」をワークシートや発表の内容から見取っていく。

②練習（２時間）
ここではまず，移動（方向・スピード）と変形（拡大・縮小）のみによる動きの面白さを考えさせる

ため，オブジェクト（動かすもの）も黒い円（●）に限定して，20～40コマの絵コンテをつくらせる。
あくまでも動きの面白さをねらいとしているので，絵コンテの丁寧さや美しさまでは評価しない。計画
段階では，ついたくさんの評価規準を設けてしまいがちだが，短い時間に多くの評価は不可能であり，
本来の指導がおろそかになってしまうことも考えられるため 絵コンテの段階では発想面を重視し 芸， ，「
術的な感受や表現の工夫」のみを評価する。
最初はコンピュータ操作の練習が必要だが，時間的な制約もあるので，欲張らず必要最低限のことだ

けを教えるべきであろう。あくまでも美術の授業であって，コンピュータの操作技能を獲得する授業で
はない。また，ソフトウェアによっては多機能なものもあり，ついいろいろ試してみたくなるが，短い
時間で題材の目標を実現するためには，あえて使用する機能を限定し，その中で最大限に表現の工夫を
させたい。ここで行う「創造的な表現の技能」の評価においては，表現意図に沿ってソフトウェアのも
つ機能を適切に選択し，表現しているかを評価することが大切であり，単純にコンピュータ操作に関す
る知識の量を評価して終わることがないように気を付けたい。
また，ここでの「関心・意欲・態度」の評価については，この２時間の「練習」と次の２時間の「表

現」を通して，制作の様子やワークシートの内容から継続的に見取ることとする。

③表現（２時間）
ここではまずつくろうとする作品の主題を決め 「練習」で試みた動きを発展させるとともに，色の，

変化とオブジェクトのより高度な変形といった要素も付け加えて表現を構想させる。動きに関してはま
ず「落下・上昇 「加速・減速 「はねる 「通り抜ける 「震える 「踊る 「走り回る」などをイメージ」 」 」 」 」 」
させ，どのような動きが自分の表したい主題に合うかを考えさせる。そして「スピード変化のためのコ
マ割りの工夫」や「拡大・縮小・変形の組み合わせ」等も視野に入れて構想させる。オブジェクトの変
形については，具象的な形は使わずに 「つぶれる 「伸びる 「ちぎれる 「分解または融合する」など， 」 」 」
の変化にとどめ，見る者のイメージが膨らむような表現を目指す。色に関しては明度・彩度・色相の変
化に「次第に変わる 「急に変わる 「変化を繰り返す」などの時間的要素が入り，絵コンテに表現しに」 」
くいので，言葉によるコメントの記入でもよい。そしてこれらの工夫を「芸術的な感受や表現の工夫」
の観点から「絵コンテ２」や「作品」の状況で評価する。
また，ここでは色の変化やオブジェクトの変形等も扱うことから 「塗りつぶし」や「変形」等のコ，

ンピュータ操作の指導も必要である。使用するソフトによっては多機能なものもあるが，あまり教え過
ぎないことも大切であろう。評価に関しては「コンピュータの機能を生かし，表現意図に沿って色や形
や動きの変化を効果的につけ，創造的に表現できているかどうか」を「創造的な表現の技能」の観点か
ら「作品」の状況で評価することとする。

④学習のまとめ（１時間）
個々の作品をそれぞれのコンピュータ上で連続再生し，全員が見て回ってワークシートに感想を記入

し，発表する。ワークシートには事前に見るポイント（作品のよさや面白さ，動きや色の工夫，テーマ
に合った表現ができているか等）を示し，項目ごとに記入させ 「鑑賞の能力」を評価する際には，そ，
れぞれにおいて的確な読み取りができているかどうかを，対象作品と照らし合わせて評価する。また，
「関心・意欲・態度」に関しては，他者の作品を見る態度や発表の様子，ワークシートの内容から評価
する。

※作品からの評価について

本事例のように短時間で行う題材については，授業時間内に全ての生徒の実現状況を十分に見取れな
い場合もあるので，授業後に提出された作品等からも評価を行うことが考えられる。
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(3) 観点別評価の考え方

実際の評価場面では，まず評価規準に照らして，その状況を実現しているかどうかを見る。実現して

いれば「おおむね満足できると判断される （以下「おおむね満足できる」という ）状況（Ｂ）と評価」 。

し，実現していない場合は「努力を要する状況 （Ｃ）となり，その生徒には対応や手だてが必要とな」

る。さらに 「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と評価される生徒の学習状況について質的な高まりや，

深まりをもっていると判断されるとき 「十分満足できる」状況（Ａ）であるとする。このため各題材，

について，前記（１）で示したような表をあらかじめ作成しておくことが必要となる。

①「題材の評価規準」及び「学習活動における具体の評価規準」について

題材ごとに各学校が作成する「題材の評価規準」や「学習活動における具体の評価規準」は「おおむ

ね満足できる状況」を示すことになるので，その作成に当たっては学習指導要領に示す目標や内容，指

導要録の改善通知に示された各教科の評価の観点及びその趣旨，本資料で提示した内容のまとまりごと

の評価規準及び具体例を参考にしつつ，各学校の指導計画に基づいて行う必要がある。ここで留意しな

ければならいことは，抽象的で客観性のないものにならないよう，評価規準と評価方法を対応させて評

価可能なものとなるように検討することである。また，観点別評価は授業１時間（連続授業の場合は２

時間など）ごとに４観点すべてについて行われなければならないというのではなく，題材の単位でその

題材のねらいや内容の特質に応じて，各観点のバランスや特に重点化する観点を考えながら実施するこ

とを基本とする。特に 「Ａ表現」の指導においては，その指導内容の特質から個別指導によるアドバ，

イス等が必要不可欠であり，その際同時に学習活動を評価することも多い。限られた授業時間内に，こ

の指導と評価を実施するためには，一度に評価できる観点の数はおのずと限られたものとなる。

②「十分満足できる」状況（Ａ）と評価する際の具体例

「十分満足できる」状況とは 「おおむね満足できる」状況のうちで，生徒の実現状況の程度につい，

て質的な高まりや深まりをもつと判断されるような状況が見られる場合である。本事例では次のような

状況が考えられる。

ア 関心・意欲・態度

例えば，ア①ではアニメーションの楽しさや面白さ，美しさに関心をもち，発想や構想を具体化し

ようとしていろいろな動きを試し，コンピュータの使用や操作について積極的に技能を高めようとす

るなど，生徒の主体的な活動や態度が見られる場合。

イ 芸術的な感受や表現の工夫

例えば，イ②では本題材が求めているアニメーションの動きについて，楽しさや面白さ，美しさに

気付き，新鮮で独創的なアイデアを発想したり，新しく学んだことと既習の学習内容とを結び付けた

りすることにより，意図に応じた表現を発想・構想することができる場合。

ウ 創造的な表現の技能

例えば，ウ②では単にコンピュータの基本的な使い方や操作を身に付けるだけでなく，よりよい表

， ，現にしようと加筆 修正が容易にできるコンピュータの特性を生かしていろいろな動きをつくり出し

主題や表現意図に沿ってそれらをよく吟味し，工夫改善することによって，創造的に表現を行うこと

ができる場合。

エ 鑑賞の能力

例えば，エ②ではアニメーションに見られる作者の意図や表現の工夫について感じ取り，多様な観

点から的確に分析し，自分の考えを筋道を立てて分かりやすくまとめ，説明したり討論することがで

きる場合。

③「努力を要する」状況（Ｃ）と評価する生徒への指導の手だて

学習活動の場面では，個別指導などを通して，個々の生徒の実態を把握し，単に励ますだけでなく，

前時までの学習内容を振り返らせたり，コンピュータの操作を実際に行って見せたり，絵コンテによる

構想の仕方など，問題解決に向けての具体的な手だてが必要となる。

表現に行きづまり，また，コンピュータの使い方や操作，絵コンテによる構想などに進度の遅れがち

な生徒に対しては，授業時での指導に加え，放課後等に補充のための時間を設けることも大切である。
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５ 観点別評価の総括
「学習活動における具体の評価規準」ごとにＡ，Ｂ，Ｃの評価を行い，それらの結果を総括し，題材

における観点ごとの評価とする。その際，原則として「学習活動における具体の評価規準」の評価結果
のうち，最も数の多い記号が，題材における観点ごとの学習状況を最もよく表しているという考え方に
立って行う。

， ， 「 ， ，例えば ある観点の評価規準が三つあり それぞれの評価規準に照らして行った評価結果が Ａ Ａ
Ｂ」なら「Ａ」と総括する。ただし 「Ａ 「Ｃ」の両方が含まれている場合は 「Ｂ 「Ｂ」と同様の， 」， ， 」，
評価結果と見なして総括するのが適当であると考える。
また，評価結果が「Ａ，Ｂ」のように「Ａ」の数と「Ｂ」の数が同数になることがある。このような

場合は，例えば「 Ａ 「Ｂ」が同数であれば「Ａ」とする 」など，あらかじめ総括する方法を決めて「 」， 。
おくことが大切となる。
なお，指導のねらい等に応じて，評価規準に重み付けをすることも考えられる。
本事例では，次の評価規準にそれぞれ１.５倍の重み付けをしている。

・ 関心・意欲・態度」については 「表現」と「鑑賞」の場面で評価を行っているが，本題材のねらい「 ，
からも「表現」における評価が重要なのでア①に重み付けをしている。

・ 芸術的な感受や表現の工夫」については，練習と最終的なアニメーション表現の場面で評価を行っ「
ているが，最終的なアニメーション表現での評価が重要なのでイ②に重み付けをしている。
「 」 ， ，・ 鑑賞の能力 については 題材の導入部分と作品完成時に鑑賞活動を取り入れ評価を行っているが
表現活動を終えた後の相互鑑賞の場面である後半の評価が重要なのでエ②に重み付けをしている。
重み付けがなされている場合の総括方法については，例えば評価規準が二つあり，評価結果が「Ａ，

Ｂ」で前の評価規準に重みが置かれていれば「Ａ，Ａ，Ａ，Ｂ，Ｂ」と同様と考え「Ａ」と総括する。

また 「Ａ，Ｃ」なら「Ａ，Ａ，Ａ，Ｃ，Ｃ ，すなわち「Ａ，Ｂ，Ｂ，Ｂ，Ｂ」と考え「Ｂ」とする。， 」

なお 「創造的な表現の技能」については，一つの技能を段階的に習得していくような学習の場合，，
後の評価を総括結果とすることも考えられる。本事例では，同じソフトウェアを用いての前半のウ①は
練習，後半のウ②は練習での操作の他に塗りつぶしや高度な変形などの新たな操作を加えた技能の評価
である。
そこで前半の評価は，後半の表現を行うために初歩的な段階の技能を身に付けさせることをねらいと

， 。 「 」 ，しているので 総括には用いない したがってウ②の 学習活動における具体の評価規準 での評価と
題材の観点別評価の総括結果が一致することになる。

観 点 関心・意欲・態度 芸術的な感受や 創造的な表現の技能 鑑賞の能力
表現の工夫

学習活動に 学習活動に 学習活動に 学習活動に
おける具体 おける具体 おける具体 おける具体氏 名

評価 評価 評価 評価の評価規準 の評価規準 の評価規準 の評価規準

ア① ア② イ① イ② (ウ①) ウ② エ① エ②

あ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (Ｂ) Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

い Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ (Ｂ) Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ

う Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ (Ｂ) Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

え Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ (Ｃ) Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ

お Ｂ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ (Ｃ) Ａ Ａ Ｃ Ａ Ｂ

… … … … … … … … … … … … …

・ は重み付けをした評価規準

・(ウ①)は指導のための評価で，総括には用いない

この外にも，題材における観点別評価の総括については様々な考え方や方法があり，各学校において
工夫することが望まれる。



芸－32

【資 料】

図 1 付箋紙を利用したパラパラアニメ-

図 2 絵コンテ１-

図 3 絵コンテ２-
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１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９ １０ １１ １２

１３ １４ １５ １６ １７ １８

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

※実際には，３０コマの動画になる。

図 4 完成作品-
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Ⅲ Ⅰ工芸
ここでは，工芸Ⅰにおける「 表現(1)工芸制作」と「Ｂ鑑賞」に関する事例として，発想，構想から制A

作，まとめにおける鑑賞に至るまでの一連の学習過程で，ねらいを明確にし，指導と評価の工夫を行った事
例「 をつくる ―やじろべえ― 」を紹介する。Balance-Toy

題材名 「 Balance-Toyをつくる ―やじろべえ― 」 （16時間）

１ 題材の目標
バランスを利用した玩具の動きの面白さに関心をもち，そのよさを感じ取り，材料の特質や技法を生か
して構想を練り，バランスの取り方を工夫しながら制作する。

２ 題材の評価規準

内容のまとまりごとの評価規準

ア 関心・意欲・態度 イ 芸術的な感受や表現の工夫 ウ 創造的な表現の技能 エ 鑑賞の能力

表 感性を働かせて自然や生活 材料や用具の活用， 作者の心情や意図，

生活と美しさのかかわりや 使う者の心情や夢などを基 制作するものの構造 と表現の工夫に気

工芸の必要性に関心をもち に，用途と美しさを考え豊 や制作方法を理解し 付き，工芸作品の， ，

意欲的，主体的に表現に取 かに発想・構想し，日本の 手づくりのよさや美 機能と美しさの調

り組み，つくることの楽し 伝統的な表現のよさを生か しさと機能性の融合 和を感じ取り，材

さや喜びを感じ取り，工芸 して創造的に表現を工夫す を図り，創意工夫し 料の特質，工芸が

を愛好し生活を心豊かにす る。 て表現する。 生活で果たす役割

るために工夫しようとする や日本の工芸の歴。

鑑 史などを理解し，

工芸と生活とのかかわり， 工芸のよさや美し

作者の美意識や作品の造形 さを創造的に味わ

的な特徴，日本の工芸の歴 う。

， ，史等に関心をもち 意欲的

主体的に鑑賞し，その楽し

さや喜びを味わい，心豊か

な生活を創造していこうと

する。

題 材 の 評 価 規 準

表 鑑 感性を働かせて，バランス 材料や用具の活用， 作者の心情や意図

生活の中で均衡をもつもの を利用した玩具の動きや変 制作するものの構造 と表現の工夫に気

やバランスを利用した伝承 化を感じ取り，使うものの や制作方法を理解し 付き，作品の機能，

玩具に関心をもち 意欲的 心情や夢などを基に，用途 手づくりのよさや美 と美しさの調和を， ，

主体的に表現や鑑賞を行い と美しさを考え豊かに発想 しさと機能性の融合 感じ取り味わう。，

その楽しさや喜びを感じ取 ・構想し，日本や外国の伝 を図り，創意工夫し

り，心豊かな生活を創造し 統的な表現のよさを生かし て表現する。

ていこうとする。 工夫して表現する。

学習活動における具体の評価規準

①バランスを利用したもの ①動きや変化の生かし方を ①積層による技法の ①友達の作品の制

に関心をもち，その仕組 工夫して豊かに発想する 特質や加工方法を 作意図や工夫な。

みや美しさを理解しよう ②積層による技法の特質を 理解し，制作に生 どに気付き，作

する。表 鑑 生かして創造的に構想す かす。 品の機能と美し

②玩具をつくることの楽し る。 ②バランスや動きを さの調和を感じ

さを味わい，意欲的に制 確かめ，構想や加 取り味わう。

，作する。表 工の仕方を吟味し

③自分の作品を客観的に見 改善することがで

るとともに，友達の作品 きる。

を鑑賞し，そのよさや美 ③電動工具や用具の

しさを感じ取ろうとする 適切で安全な取り。

鑑 扱いができる。

表は表現，鑑は鑑賞を示す。
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３ 学習活動の概要と評価規準
学習のねらい（指導時数） 学習活動 具体の評価規準【評価方法】

○日常生活の中からバラン 関心・意欲・態度 （ア①）１．課題の把握・発想（２）
・バランスを利用したものの スを使ったものを探し発 ○バランスを利用したものに関心をもち，
形体の美しさや動きの面白 表・交流する。 その仕組みや美しさを理解しようとす

。 【 】さに気付き，伝承玩具のよ る 学習の様子 ワークシートの内容，

さや楽しさを感じ取ろうと ○ビデオや実物を見て日本
する。 や諸外国の伝承玩具を観

察する。 感受・表現の工夫 （イ①）
・試行錯誤しながら主体的に ○動きや変化の生かし方を工夫して豊かに
体験しようとする。 ○簡単な「やじろべえ」を 発想する。

【アイデアスケッチや試作品の状況，ワークシ試作し，支点を見付けだ
ートの内容】すなどバランスの取り方

を体験する （材料，用。
， ， ，具：針金 ビー玉 粘土

ペンチ等 ）
感受・表現の工夫 （イ②）○使用する材料，用具，参２．アイデアの具体化・構想

考作品を見ながら積層に ○積層による技法の特質を生かして創造的（４）
・材料，用具，技法の特質や よる技法と効果を知る。 に構想する。

【作図した図の状況，ワークシートの内容】効果を理解し，アイデアを （材料，用具：太針金，シ
もとに構想する。 ナ合板他，電動糸鋸，ヤ

スリ，万力，接着剤等）

○試作体験を生かし 「や，
じろべえ」の動きを考え
アイデアスケッチを描
く。

○方眼紙に実寸大の図面を
書く （無駄のでない板。
取ができるようにする）

○図面をもとに，シナ合板 関心・意欲・態度 （ア②）３．制作（８）
・つくることの楽しさや喜び に各部分をカーボン紙で ○玩具をつくることの楽しさを味わい，意
を感じ取り，意欲的に取り 写し取り，電動糸鋸で切 欲的に制作する。

【制作の様子，ワークシートの内容】組む。 り取る。
・加工方法を理解し見通しを 表現の技能 （ウ①）
もって制作する ○部品の接着，削り出し， ○積層による技法の特質や加工方法を理解

【 】・形体，強度，バランス，自 表面の仕上げなど作業工 し 制作に生かす， 。 作品の状況

己の意図が満たされている 程を確かめながら制作す 表現の技能 （ウ②）
か等，様々な観点から吟味 る。 ○バランスや動きを確かめ，構想や加工の
し，改善点を検討しながら 仕方を吟味し，改善することができる。

【作品の状況】制作する。 ○バランスを確認しながら
・目的や用途に応じて用具を 組み立てる。必要に応じ 表現の技能 （ウ③）
選び，適切で安全に取り扱 て，着色・塗装を行う。 ○電動工具や用具の適切で安全な取り扱い

。 【 】い制作する。 ができる 工具や用具の使用状況

○制作状況をワークシート
に記録する。

○制作過程を振り返りワー 関心・意欲・態度 （ア③）４．学習のまとめ・作品鑑賞
クシートにまとめる。 ○自分の作品を客観的に見るとともに，友（ ）２

・自他の作品を鑑賞し，作品 達の作品を鑑賞し，そのよさや美しさを
。 【 】の美しさや優れたところを ○完成作品を並べ，互いに 感じ取ろうとする 鑑賞の様子

感じ取る。 批評し合いながら鑑賞す
・作品のよさや美しさ，制作 る。 鑑賞の能力 （エ①）
意図に対する自分の意見を ○友達の作品の制作意図や工夫などに気付
もつ。 ○鑑賞した内容についてワ き，作品の機能と美しさの調和を感じ取

ークシートにまとめ発表 り味わう。
【 】する。 ワークシートや発言の内容

【 】は，評価方法を示す。
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４ 観点別評価の進め方

(1) 事例における「学習活動における具体の評価規準」及び 「十分満足できると判断される （以下「十， 」

分満足できる」という ）状況（Ａ）と評価する際のキーワードと「努力を要すると判断される （以下。 」

「努力を要する」という ）状況（Ｃ）と評価する生徒への指導の手だて。

【関心・意欲・態度】
◎「十分満足できる」状況（Ａ）と評価する際のキーワード

学習活動における具体の評価規準 ■「努力を要する」状況（Ｃ）と評価する生徒への指導の手だて

ア① バランスを利用したものに関 ◎課題意識をもって 理解を深めようと

表 鑑 心をもち，その仕組みや美し ■興味を喚起するために個別指導する。特にバランスの仕組みに

さを理解しようとする。 ついて着目させる。

ア②表 玩具をつくることの楽しさを ◎常に積極的に 意図を明確にもって

味わい，意欲的に制作する。 ■バランスの取り方だけではなく，玩具としての楽しさや面白さ

について着目させる。

ア③鑑 自分の作品を客観的に見ると ◎課題意識をもって

ともに 友達の作品を鑑賞し ■自己評価と生徒同士の相互評価の共通点や相違点に目を向けさ， ，

そのよさや美しさを感じ取ろ せる。

うとする。

【芸術的な感受や表現の工夫】

◎「十分満足できる」状況（Ａ）と評価する際のキーワード

学習活動における具体の評価規準 ■「努力を要する」状況（Ｃ）と評価する生徒への指導の手だて

イ① 動きや変化の生かし方を工夫 ◎新鮮な発想 多様に 独創的な

して豊かに発想する。 ■あったらよいと思う夢や願望と制作するものとを結び付けられ

るようにアドバイスする。

イ② 積層による技法の特質を生か ◎効果的な表現 構想を吟味する

して創造的に構想する。 ■試作体験作品を使い，バランスの仕組みと動きを試し，再確認

するようにアドバイスする。

【創造的な表現の技能】

◎「十分満足できる」状況（Ａ）と評価する際のキーワード

学習活動における具体の評価規準 ■「努力を要する」状況（Ｃ）と評価する生徒への指導の手だて

ウ① 積層による技法の特質や加工 ◎計画的に確実な

方法を理解し 制作に生かす ■積層の制作技法の流れ・手順が再確認できるよう個別指導に当， 。

たる。

ウ② バランスや動きを確かめ，構 ◎効率的に 動きの効果を工夫して

想や加工の仕方を吟味し，改 ■自分の表現のよさを見付けさせ，納得できる表現になるよう個

善することができる。 別指導に当たる。

ウ③ 電動工具や用具の適切で安全 ◎準備から後かたづけまで的確に

な取り扱いができる。 ■加工の内容と使用する工具・用具の関係を考えさせ，適切な活

用ができるよう個別指導に当たる。

【鑑賞の能力】

◎「十分満足できる」状況（Ａ）と評価する際のキーワード

学習活動における具体の評価規準 ■「努力を要する」状況（Ｃ）と評価する生徒への指導の手だて

エ① 友達の作品の制作意図や工夫 ◎多様な視点から 的確な 聞き手に分かりやすく 作者の心情

などに気付き，作品の機能と を捉え 独自の発表方法で

美しさの調和を感じ取り味わ ■工夫した場面や試行錯誤など制作過程を振り返らせたり，友達
う。 の発表方法や内容を参考にしたりして考えさせる。
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(2) 本題材における指導と評価の流れ

工芸「 表現」の学習活動は，生徒一人一人が目的や条件などを考えながら発想，構想し，制作を通しA
て技能や計画性などを身に付け，さらに，これらの一連の学習過程で創意工夫してよりよく改善する努力
を行うことによって，創造的な表現をしていこうとする態度を身に付けるとともに，工芸に対する理解を
深め，その表現・創造能力を伸ばすことをねらいとしている。したがって，評価を出来上がった作品だけ
を見て行うような作品主義の指導では，評価の問題だけではなく，学習指導要領に示された目標は実現で
きない。

①課題の把握・発想（２時間）
この段階では，題材目標や制作手順などの理解と豊かな発想をねらいとするが，同時に生徒の制作意欲
を喚起するとともに，一人一人の思いや願いを主題として明確にさせ発想させる指導が重要となる。その
ため，教師の一方的な説明だけではなく，主題に関して主体的な気付きや理解を促すため，材料や用具，
構造などを「試す」活動を取り入れることも豊かな発想に繋がる有効な指導となる。本題材ではバランス
の仕組みを「試作」によって体験させ，その制作の状況やアイデアスケッチの内容から発想時の「芸術的
な感受や表現の工夫」の状況を評価している。
この段階の「関心・意欲・態度」の評価は，題材に対する生徒の好き嫌いではなく，学習のねらいに対

する関心等を見取ることが必要である。また 「芸術的な感受や表現の工夫」の評価では，アイデアスケ，
ッチ等の量ではなく，その内容や発想の展開方法など，質的な視点から評価することが大切である。

②アイデアの具体化・構想（４時間）
この段階では，発想したイメージを制作に繋がる具体的な形として構想し確認することをねらいとする
が，構想を進めるには材料や加工方法など具体的な制作条件や制作手順などについて指導することが必要
である。
ここでの評価は 「芸術的な感受や表現の工夫」の観点（構想）が中心となる。アイデアスケッチや図，

面の完成度だけではなく，制作条件の理解，試行錯誤の過程など表現意図の実現に向けた構想の方法につ
いて評価したい。
なお，本事例では 「 １）課題把握・発想」と「 ２）アイデアの具体化・構想」の二つの段階を通し，（ （

て，三つの具体の評価規準を設定している。これは，毎時間全員の評価を三つの観点で評価を行うのでは
なく，生徒の進度に応じて，各観点を適時性のある指導の場面で効果的に評価できるようにしたものであ
る。このように，評価記録や分析に無理な負担をかけない工夫も大切である。

③制作（８時間）
アイデアの具体化・構想の段階で明確にした制作計画に従い，切断，接着，研磨，塗装などの活動を通
して表現する段階であり，具体的な活動内容は題材の材料，技法などによって異なる。ここでは，それぞ
れの活動内容にかかわる道具や用具の使用方法，技法等についてだけではなく，生徒自らが制作意図の実
現，作品の完成に向けて主体的に考え，創意工夫できるように指導することが重要である。
この段階の評価は，主に「創造的な表現の技能」を評価することになるが，より細かく評価規準を設定

することは現実的なものとは言えない。本事例では 「積層による制作技法の活用 「バランスや動きの， 」，
効果を工夫した制作 「工具等の安全で適切な取り扱い」の三つの視点で「具体の評価規準」を設定して」，
いる。
また，制作に対する「関心・意欲・態度」の評価は，制作に行きづまっている生徒を励ましたり，努力

を支援したりする観点に立って，生徒の進歩を促したり，改善を要する点に気付かせたりする指導と対応
。 「 」 ， ， ，して行うことが重要である さらに 関心・意欲・態度 は ある時点だけではなく 題材全体を通して

その状況を評価することが大切であり，評価は一つの評価規準において一度だけではなく，継続して繰り
返し行うように留意する。

④学習のまとめ（２時間）
学習過程を振り返り，制作結果のよさ，工夫した点や問題点を明らかにすることは，学習のまとめとし
て必要不可欠な活動である。本事例では，生徒相互の作品鑑賞を通して，互いのよさや個性に気付き認め
合うことにより，学習のまとめを行う。
鑑賞の「関心・意欲・態度」の評価についても，発言やワークシートの記述の量だけでなく，学習のね

らいに対して関心や意欲が高まったかどうかを見取って評価することが必要である。

※作品からの評価について
「芸術的な感受や表現の工夫」や「創造的な表現の技能」のイ①「バランスや動きを生かした発想 ，」

イ②「積層の特質を生かした構想」や，ウ①「積層による制作技法の活用 ，ウ②「バランスや動きの効」
果を工夫した制作」など，完成した作品からも見て取れる評価規準については作品からも再度評価するこ
とも考えられる。
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(3) 観点別評価の考え方

実際の評価場面では，まず評価規準に照らして，その状況を実現しているかどうかを見る。実現してい

れば「おおむね満足できると判断される （以下「おおむね満足できる」という ）状況（Ｂ）と評価し，」 。

実現していない場合は「努力を要する状況 （Ｃ）となり，その生徒には対応や手だてが必要となる。さ」

らに 「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と評価される生徒の学習状況について質的な高まりや深まりを，

もっていると判断されるとき 「十分満足できる」状況（Ａ）であるとする。このため各題材について，，

前記（１）で示したような表をあらかじめ作成しておくことが必要となる。

①「題材の評価規準」及び「学習活動における具体の評価規準」について

題材ごとに各学校が作成する「題材の評価規準」や「学習活動における具体の評価規準」は「おおむね

満足できる状況」を示すことになるので，その作成に当たっては学習指導要領に示す目標や内容，指導要

録の改善通知に示された各教科の評価の観点及びその趣旨，本資料で提示した内容のまとまりごとの評価

規準及び具体例を参考にしつつ，各学校の指導計画に基づいて行う必要がある。ここで留意しなければな

らいことは，抽象的で客観性のないものにならないよう，評価規準と評価方法を対応させて評価可能なも

のとするように検討することである。また，観点別評価は授業１時間（連続授業の場合は２時間など）ご

とに４観点すべてについて行われなければならないというのではなく，題材の単位でその題材のねらいや

内容の特質に応じて，各観点のバランスや特に重点化する観点を考えながら実施することを基本とする。

特に 「Ａ表現」の指導においては，その指導内容の特質から個別指導によるアドバイス等が必要不可欠，

であり，その際同時に学習活動を評価することも多い。限られた授業時間内に，この指導と評価を実施す

るためには，一度に評価できる観点の数はおのずと限られたものとなる。

②「十分満足できる」状況（Ａ）と評価する際の具体例

「十分満足できる」状況とは 「おおむね満足できる」状況のうちで，生徒の実現の程度について質的，

な高まりや深まりをもつと判断されるような状況が見られる場合である。本事例では次のような状況が考

えられる。

ア 関心・意欲・態度

例えば，ア②では材料や用具を自ら用意し試そうとするなど，より主体的な活動や態度が見られる場

合や，制作意図の実現に向けて，積極的に技能を高めようとする態度が継続的に見られる場合。

イ 芸術的な感受や表現の工夫

例えば，イ①では複数の工芸品や自己のアイデアと他者のアイデアなどを対照し，その類似点や違い

を分析的にみたり，新しく学んだことと既習の学習内容とを結び付けたりすることにより，広い視野か

ら豊かに発想，構想し，独創的で新鮮なアイデアを生かして効果的な表現の工夫ができる場合。

ウ 創造的な表現の技能

例えば，ウ②では材料や技法の特質を捉え，より的確で効率的に工具や用具を選択し活用したり，制

作意図の実現に向けて見通しをもち，動きの効果を工夫しながら計画的に確実な表現を行うことができ

る場合。

エ 鑑賞の能力

例えば，エ①では自分が制作した作品と他者の作品などを比較検討し，その特徴，類似点や違いを考

察するなど，多様な視点から鑑賞したり，自分の考えを筋道を立てて分かりやすくまとめ発表したり討

論することができる場合。

③「努力を要する」状況（Ｃ）と評価する生徒への指導の手だて

学習活動の場面では，机間指導などを通して，個々の生徒の実態を把握し，単に励ますだけではなく，

前時までの学習内容を振り返らせたり，工具や用具，技法を実際に行って見せたり，テストピースの作成

や提示など，問題解決に向けての具体的な手だてが必要となる。

制作に行きづまり，進度の遅れがちな生徒には，指導時間内での対応に加え，放課後等に補充のための

時間を設けることも大切である。



芸－39

５ 観点別評価の総括

「学習活動における具体の評価規準」ごとにＡ，Ｂ，Ｃの評価を行い，それらの結果を総括し，題材に
おける観点ごとの評価とする。
その際，原則として「学習活動における具体の評価規準」の評価結果のうち，最も数の多い記号が，題

材における観点ごとの学習状況を最もよく表しているという考え方に立って行う。
例えば，ある観点の評価規準が三つあり，それぞれの評価規準に照らして行った評価結果が「Ａ，Ａ，

Ｂ」なら「Ａ」と総括する。ただし 「Ａ 「Ｃ」の両方が含まれている場合は 「Ｂ 「Ｂ」と同様の評， 」， ， 」，
価結果と見なして総括するのが適当であると考える。
また，評価結果が「Ａ，Ｂ」のように「Ａ」の数と「Ｂ」の数が同数になることがある。このような場

合は，例えば「 Ａ 「Ｂ」が同数であれば「Ａ」とする 」など，あらかじめ総括する方法を決めておく「 」， 。
ことが大切となる。
なお，指導のねらい等に応じて，評価規準に重み付けをすることも考えられる。
本事例では 「芸術的な感受や表現の工夫」については，動きや変化の生かし方を工夫して発想するこ，

とが本題材のねらいの上からも重要なので，イ①の評価規準に１.５倍の重み付けをしている。したがっ

て，評価結果が「Ａ，Ｂ」となった場合は 「Ａ，Ａ，Ａ，Ｂ，Ｂ」と同様と考え「Ａ」と総括する。ま，

た 「Ａ，Ｃ」なら「Ａ，Ａ，Ａ，Ｃ，Ｃ ，すなわち「Ａ，Ｂ，Ｂ，Ｂ，Ｂ」と考え「Ｂ」とする。， 」

観点 関心･意欲･態度 芸術的な感受や 創造的な表現の技能 鑑賞の能力

表現の工夫

学習活動にお 学習活動に 学習活動にお 学習活動

氏 ける具体の評 評 おける具体 評 ける具体の評 評 における 評

価規準 の評価規準 価規準 具体の評

価規準

名 ア ア ア 価 イ イ 価 ウ ウ ウ 価 エ 価

① ② ③ ① ② ① ② ③ ①

あ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

い Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ

う Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ

え Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ａ

お Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

… … … … … … … … … … … … … …

・ は重み付けをした評価規準

この外にも，題材における観点別評価の総括については様々な考え方や方法があり，各学校において工
夫することが望まれる。
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【参考資料】

図 1 アイデアスケッチ「輪をくぐるイルカ」-

図 2 アイデアスケッチ「ねこ」 図 3 側面図・正面図「ねこ」- -

図 4 部品図「トリケラトプス」-
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図 5 ねこ 図 6 船釣りする人- -

図 7 シーソー人形 図 8 ともだち- -

図 9 輪をくぐるイルカ 図 10 トリケラトプス- -
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Ⅳ Ⅰ書道
ここでは，書道Ⅰにおける事例として，発想，構想から制作，まとめにおける鑑賞までの一連の学習過

程で，ねらいを明確にし，指導や評価方法の工夫を行った事例「漢字仮名交じりの書―自分で選んだ言葉
を書く―」を紹介する。

単元名 「漢字仮名交じりの書―自分で選んだ言葉を書く―」 （10時間） 第1学年 2学期

１ 単元の目標
(1) 漢字と仮名の文字や字形について関心をもち，自らの構想に基づいて意欲的，主体的に取り組もうと
する態度を養う。

(2) 「漢字仮名交じりの書」の表現と鑑賞を通してそのよさや美しさを感じ取り，創造的な表現を工夫す
る。

(3) 「漢字仮名交じりの書」の創作を通して実用的な表現や芸術的な表現の基礎的な技能を身に付け，自
己を主体的に表現する能力を伸ばす。

(4) 鑑賞活動を通して，書を愛好し，書のよさや美しさを感じ取り，意欲的，主体的にその美しさを味わ
おうとする。

２ 単元の評価規準
内容のまとまりごとの評価規準

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 創造的な表現の技能 鑑賞の能力
表 感性を働かせて，漢字仮 書写能力を高め，用具・ 書が生活の中で果たし

名交じりの書のよさや美 用材を生かし，実用的な ている役割，書の文化
漢字仮名交じりの書を通し しさを感じ取り，創造的 表現や芸術的な表現の基 や伝統などを理解し，
て，生活に即した書表現に な表現を工夫する。 礎的な技能を身に付けて 表現と鑑賞の関連を図
関心をもち，意欲的，主体 いる。 りながら，そのよさや
的に活動を行い，その喜び 美しさを深く味わう。
を味わおうとする。

鑑

鑑賞活動を通して，書を愛
好し，日常生活における書
への関心をもち，書のよさ
や美しさを感じ取り，意欲
的，主体的にその美しさを
味わおうとする。

単 元 の 評 価 規 準

表 感性を働かせて，漢字仮 漢字仮名交じりの書の創 鑑賞と表現は相互に関
名交じりの書よさや美し 作を通して，芸術的な表 連していることを理解

「漢字仮名交じりの書」の さを感じ取り，意図に応 現の基礎的な技能を身に し，書のよさや美しさ
創作を通して，書表現に関 じた創作的な表現を工夫 付け，自己を主体的に表 を感じ取るとともに，
心をもち，意欲的，主体的 する。 現する能力を伸ばしてい 他の生徒の作品につい
に活動を行い，その喜びを る。 て，そのよさや美しさ
味わおうとする。 を深く味わう。

鑑

鑑賞活動を通して，書を愛
好し，書への関心をもち，
書のよさや美しさを感じ取
り，意欲的，主体的にその
美しさを味わおうとする。
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学習活動における具体の評価規準
①線質が漢字と仮名の調 ①実用的な表現や芸術的 ①鑑賞と表現は相互に

表 和を図る重要な要素で な表現を理解し，漢字 関連していることを
あることを理解する。 と仮名の線質の調和を 理解し，書のよさや

①漢字と仮名の調和と線質 ②漢字と仮名の字形や文 図る技能を身に付けて 美しさを感じ取る。
との関係について関心を 字の大きさなどが全体 いる。 ②他の生徒の作品につ
もち，表現を高めようと の構成にかかわること ②文字や文字群と余白と いて，そのよさや美
する。 を理解し,表現を工夫 の関係を理解し，全体 しさを感じ取り理解

②目的や用途に即した芸術 する。 の構成を考えた表現の する。
的・実用的な表現につい ③自らの表現意欲を高 技能を身に付けてい
て基礎的な事項を理解 め，用具・用材の使い る。
し,自ら表現活動を楽し 方を理解し，線質，字 ③芸術的な表現や実用的
んで表現を行おうとす 形，全体構成などにつ な表現に応じた形式と
る。 いて工夫する。 話し方を理解し，目的

③意欲的，主体的な活動を や用途に即して表現す
通して,表現の構想から る技能を身に付けてい
完成にいたるまでの充足 る。
感や喜びを味わおうとす ④創造的な芸術表現をす
る。 るために，表現する素

材の内容と用具・用
鑑 材,字形，全体構成な

どとの関連を考えた表
④書の美しさやよさを味わ 現を身に付けている。
い，楽しいと思えるよう
な書の発見に心がけてい
る。

⑤他の生徒の作品につい
て，そのよさや美しさを
感じ取り，意欲的，主体
的に理解しようとする。

表は表現，鑑は鑑賞を示す。

３ 指導と評価の計画
時間 ねらい・学習活動 具体の評価規準 評価方法等

との関連
１ ○自分の意図に応じた言葉を選定し制 観点１-② 制作カード

作カードに記入する。

○選定した言葉を意図に応じて試し書
きし，制作カードに添付する。

○いろいろな表現方法の作品をパソコ 観点１-④ 観察
ンやビデオプロジェクター等を活用
して鑑賞し，自分の選んだ言葉を，
どのように書き表したいか（表現意
図）を明確にする。

２ ○自分の意図に応じて表現するための 観点１-① 観察
効果的な方法を工夫する。

○漢字と仮名の調和と線質の関係につ 観点２-①と 作品Ⅰ
いて理解し，表現する。 観点３-①

・直線的な表現，曲線的な表現
・軽快な線，重厚な線
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３ ○表現効果を高めるために，全体構成 観点２-② 観察・学習カード
・ や用具・用材を工夫する。 観点３-② 作品Ⅱ
４ （ ４ 観点別評価の進め方」(１)「

・文字や文字群と余白との関連 評価の場面Ⅰを参照）
・行頭，行末の変化
・行の流れの変化
・墨の潤渇，墨色
・用具・用材の選定 等

５ ○名筆や生徒作品などを鑑賞し，様々 観点４-① 観察・学習カード
・ な表現の工夫などを理解する。 （ ４ 観点別評価の進め方」(２)「
６ 評価の場面Ⅱを参照）

・鑑賞し気付いたことについては，発
表及び学習カードへ記入する。

○表現と鑑賞を通して身に付けたこと 観点２-③ 観察・作品Ⅲ
を生かし，自分の意図に応じて表現 （ ４ 観点別評価の進め方」(３)「
する。 評価の場面Ⅲを参照）

○作品Ⅲについて小グループで鑑賞会 観点１-⑤ 観察
を行い相互評価する。 （ ４ 観点別評価の進め方」(４)「

評価の場面Ⅳを参照）

７ ○鑑賞した内容を生かして，表現方法 観点３-③と 作品Ⅳ
・ を工夫し作品を仕上げる。 ④
８
９ ○表装してパネルに仕上げ，制作カー 観点１-③ 観察

ドに記入し，作品に添付する。 観点２-③ 制作カード
10 ○全体で鑑賞会を行い，表現の意図や 観点１-⑤と 観察・相互批評カード

方法を鑑賞し，感じたことを相互批評 観点４-②
カードに記入する。

○作品Ⅰ～作品Ⅳを鑑賞し，自ら達成
感を味わう。

４ 観点別評価の進め方
「３ 指導と評価の計画」のうち，表中に示した評価の場面Ⅰ～Ⅳの評価の手順は以下のとおりである。

(１)〈評価の場面 〉Ⅰ
時間 学習活動 具体の評価規準 評価方法等

との関連

３ ○表現効果を高めるために，全体構 観点２-② 観察・学習カード
・ 成や用具・用材を工夫する。 観点３-② 作品Ⅱ
４

・文字や文字群と余白との関連
・行頭，行末の変化
・行の流れの変化
・墨の潤渇，墨色
・用具・用材の選定 等
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観点２-②の学習活動における評価規準

漢字と仮名の字形や文字の大きさなどが全体の構成にかかわることを理解し，表現を工夫する。

【 観察」によるこの場面における評価の考え方】「

ここでは，字形や文字の大きさなどが全体構成にかかわることを理解し，表現を工夫していることで
ある。すべての生徒に「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ）を実現する指導を行うことが基
本となることから，授業中の観察においては「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ）に至らな
いと思われる生徒を見いだし，その場で個別指導等を行うようにする。

「努力を要すると判断される」状況(Ｃ)と評価される生徒への指導の手だては，生徒作品を示したり，
教師の作品例を示したりして，生徒が字形や文字の大きさなどが全体構成にかかわることを理解し，表
現の工夫が他にもあることに気付くようにする。

また 「十分満足できると判断される」状況(Ａ)と評価される具体例は，字形に気を配り，漢字と仮名，
の大きさを自らの構想に基づいて調和させるなど，全体の構成にかかわって自ら工夫して作品を書いて
いる場合などが考えられる。

【 学習カード」によるこの場面における評価の考え方】「
＜３時間目＞学習カード 組 氏名
１ 漢字と仮名の調和のために工夫した点を書こう。

２ 書き上げた作品を見て気付いた点を書こう。

先の「観察」による評価と同様，字形や文字の大きさなどが全体構成にかかわることを理解し，表現
を工夫しているかを，作品制作の過程での気付きとして記述されているかで評価する。

「努力を要すると判断される」状況(Ｃ)と評価される生徒への指導の手だては，作品制作への工夫が
足りないのか，学習カードへの記述が不十分になっているのかを判断した上で，それぞれ対応する。前
者の場合には，観察の場合と同様に生徒作品を示したり，教師の作品例を示したりして表現の工夫が他
にもあることに気付くようにする。

また 「十分満足できると判断される」状況(Ａ)と評価される具体例は，言葉のまとまりや言葉のイ，
メージなどが表現上の文字群と合うような工夫をしたり，また全体構成と自ら書いている言葉とのかか
わりにまで触れられていたりする場合などが考えられる。

観点３-②の学習活動における評価規準

文字や文字群と余白との関係を理解し，全体の構成を考えた表現の技能を身に付けている。

【 作品Ⅱ」によるこの場面における評価の考え方】「

ここでは，表現効果を高めるために，文字や文字群と余白の関連等全体構成を工夫することである。
ここでは「作品Ⅱ」を通してこの表現の技能を評価する。前述の観点２-②とも関連してくるが，単体
として文字を考えるのではなく，文字群や全体の構成として考えて表現できているか，墨量・墨色，用
具や用材についても工夫しているかを評価する。すべての生徒が「おおむね満足できると判断される」
状況（Ｂ）を実現する指導を行うことが基本となるので，授業中においては「おおむね満足できると判
断される」状況（Ｂ）に至らないと思われる生徒を見いだし，個別指導等を行うようにする。

「努力を要すると判断される」状況(Ｃ)と判断される生徒へは，次時の最初に「十分満足できると判
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断される （Ａ）と評価される生徒の作品を提示するなどして，表現の幅は多様であることを理解させ」
る。

また 「十分満足できると判断される」状況(Ａ)と評価される具体例は，文字群を意識して書いた構，
成や文字が整然と並べられた構成，または文字が一見雑然と並べられ行もゆがみ傾いているが，質的要
素と量的要素によりバランスを保っている構成など，自らの構想によって全体構成を考えた表現をして
いる場合などが考えられる。

(２)〈評価の場面 〉Ⅱ
時間 学習活動 具体の評価規準 評価方法等

との関連

５ ○名筆や生徒作品などを鑑賞し，様々な 観点４-① 観察・学習カード
表現の工夫などを理解する。

・鑑賞し気付いたことについては，発表
及び学習カードへ記入させる。

観点４-①の学習活動における評価規準

鑑賞と表現は相互に関連していることを理解し，書のよさや美しさを感じ取る。

【 観察」及び「学習カード」によるこの場面における評価の考え方】「

発表での発言を「観察」し，さらに「学習カード」への記載内容を評価する。ここでは，名筆や生徒
作品などを鑑賞し，様々な表現の工夫などを理解することである。すでに前時までに，各自が漢字と仮
名の調和と線質の関係や構成の工夫，用具・用材の工夫などを試みているが，改めて名筆や生徒作品を
鑑賞することによって，そのよさや美しさを理解し，より表現の幅を広げて行こうとするものである。

「努力を要すると判断される」状況(Ｃ)と評価される生徒への指導の手だては，次時に教師がいくつ
かの名筆や生徒作品を取り上げ，具体的に漢字と仮名の調和と線質の関係や構成の工夫，用具・用材の
工夫など，表現の特徴やその効果などを説明し理解を深めさせる。

また 「十分満足できると判断される」状況(Ａ)と評価される具体例は，名筆や生徒作品などを鑑賞，
し，表現で学んだことを生かしてそのよさや美しさを感じ取り，自分なりの言葉として発表したり，学
習カードに記入したりしている場合などが考えられる。
例えば，発表の中で「何点かの名筆を見て思ったのですが，太い直線ばかりで表現するより，細い線
や曲線の中でそれらの線を強調した方が力強く見えますね。濃墨や擦れた線も使い方によって見る人に
強さを感じさせますね。私は，力強い作品が書きたくてすべて太くて直線でばかりで書いていましたが，
これらのことを試してみようと思います 」という発言をしたり，学習カードに「スライドで見た最初。
の作品は，実際に声を出して読んでみると，息継ぎの前後で大きく二つの文字群に分けていて，見る人
にとって言葉が理解しやすいので，私の作品の全体構成の参考にしたい 」と書くなど，発表の中での。
発言や学習カードの記入の仕方などに気付いたり，感じ取った内容を自らの作品の中に取り入れようと
する様子が見られる場合などが考えられる。

＜５時間目＞学習カード 組 氏名
鑑賞した作品のうち特に印象に残った３点をあげ，気付いたことを書こう。
１ 作品名
気付いたこと

２ 作品名
気付いたこと
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(３)〈評価の場面 〉Ⅲ
時間 学習活動 具体の評価規準 評価方法等

との関連

５ ○表現と鑑賞を通して身に付けたことを 観点２-③ 観察・作品Ⅲ
・ 生かし，自分の意図に応じて表現する。
６

観点２-③の学習活動における評価規準

自らの表現意欲を高め，用具･用材の用い方を理解し，線質，字形，全体構成などについて工夫する。

【 観察」及び「作品Ⅲ」によるこの場面における評価の考え方】「

ここでは，これまで学んだ表現と鑑賞を通して身に付けたことを生かし，自分の意図に応じて表現す
ることである。そこで，自分の意図に合うように構成・書体・線質・字形・全体構成などを工夫してい
るかを評価する。前段階の鑑賞で気付き感じ取った書のよさや美しさを，自らの作品の表現に生かそう
とする活動を大切にしたい。

「観察」において「努力を要すると判断される」状況(Ｃ)と評価する生徒への指導の手だては，教師
が例示しながら説明をし 「十分満足できると判断される」状況（Ａ）と評価する生徒の作品を提示する，
などして，表現を工夫して書くことへ関心が高まるようにする。
また 「十分満足できると判断される」状況(Ａ)と評価する具体例は，自分の選んだ言葉をどのように，

書き表したいかを再確認し，それを表現するためにはどのような表現が適しているかを，前段階での発
言や学習カードへの記載の内容を参考にしながら意欲的，主体的に探り，表現を工夫している場合など
が考えられる。

「作品Ⅲ」において「努力を要すると判断される」状況(Ｃ)と評価する生徒への指導の手だては 「観，
察」同様，教師が例示しながら説明をし 「十分満足できると判断される」状況（Ａ）と評価する生徒の，
作品を提示するなどして，工夫して表現するようにする。

また 「十分満足できると判断される」状況(Ａ)と評価する具体例は 「作品Ⅱ」と比較しながら前段， ，
階での発言や学習カードへの記載の内容に基づいて工夫して表現している場合などが考えられる。

(４)〈評価の場面 〉Ⅳ
時間 学習活動 具体の評価規準 評価方法等

との関連

６ ○作品Ⅲについて小グループで鑑賞会を 観点１-⑤ 観察
行い相互評価する。

観点１-⑤の学習活動における評価規準

他の生徒の作品について，そのよさや美しさを感じ取り，意欲的，主体的に理解しようとする。

【 観察」によるこの場面における評価の考え方】「

，ここでは，鑑賞と表現は相互に関連していることを理解し，書のよさや美しさを感じ取るとともに
他の生徒作品についての理解を図ることである。そこで，相互評価を通して書のよさや美しさを感じ取
り，他の生徒の作品を理解することを評価する。
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「努力を要すると判断される」状況(Ｃ)と評価される生徒への指導の手だては，鑑賞活動に消極的な
のか，鑑賞の仕方について知識が不足しているのかを確認し，後者の場合は，教師が鑑賞の観点などを
説明することによって鑑賞能力を高めるようにする。
また 「十分満足できると判断される」状況(Ａ)と評価される具体例は，他の生徒の作品についてその，

よさや美しさを理解し，さらに表現の工夫に関して自分が感じたことを発言し，作者である生徒に伝え
ることができる場合などが考えられる。

５ 観点別評価の総括
「学習活動における具体の評価規準」ごとにＡ，Ｂ，Ｃの評価を行い，それらの結果を総括し，題材

における観点ごとの評価とする。その際，原則として「学習活動における具体の評価規準」の評価結果
のうち，最も数の多い記号が，題材における観点ごとの学習状況を最もよく表しているという考え方に
立って行う。
例えば，ある観点の評価規準が三つあり，それぞれの評価規準に照らして行った評価結果が「Ａ，Ａ，

Ｂ」なら「Ａ」と総括する。ただし 「Ａ 「Ｃ」の両方が含まれている場合は 「Ｂ 「Ｂ」と同様の， 」， ， 」，
評価結果と見なして総括するのが適当であると考える。
また，評価結果が「Ａ，Ｂ」のように「Ａ」の数と「Ｂ」の数が同数になることがある。このような

場合は，例えば「 Ａ 「Ｂ」が同数であれば「Ａ」と総括する 」など，あらかじめ総括する方法を決「 」， 。
めておくことが大切となる。
なお，指導のねらい等に応じて，評価規準に重み付けをすることも考えられる。
本事例では 「創造的な表現の技能」と「鑑賞の能力」の両観点については 「漢字仮名交じりの書」， ，
の創作を通して創造的な表現の技能を身に付けたり，漢字仮名交じりの書のよさや美しさを味わおうと
する能力を育成することが本単元のねらいの上からも重要であるので,「創造的な表現の技能」の④と，
「鑑賞の能力」の②の評価規準にそれぞれ１．５倍の重み付けをしている。例えば 「鑑賞の能力」に，
置いて，評価結果が「Ａ，Ｂ」であれば「Ａ，Ａ，Ｂ，Ｂ，Ｂ」と同様と考え「Ｂ」と総括する。また，
「Ａ，Ｃ」なら「Ａ，Ａ，Ｃ，Ｃ，Ｃ ，すなわち「Ｂ，Ｂ，Ｂ，Ｂ，Ｃ」と考え「Ｂ」とする。」

評具 観点１ 観点２ 観点３ 観点４
価体 関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の 創造的な表現の技能 鑑賞の能力
規の 工夫
準
生

評 評 評 評
徒 ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ① ② ③ ④ ① ②

価 価 価 価
名

あ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ

い Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ

う Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

え Ｃ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ

□は重み付けをした評価規準
この外にも，単元における観点別評価の総括については様々な考え方があり，各学校において工夫す

ることが望まれる。
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【生徒作品例】

作品Ⅰ 作品Ⅱ

作品Ⅲ

作

品

Ⅳ




